
市町村名 施設名称

大阪市都島区 Ｎｉｎｏ Ｔｒａｖｉｅｓｏ 京橋
大阪市都島区 立呑処 おかの
大阪市都島区 菜庭酒菜 櫓仁
大阪市都島区 旬菜酒房 くにこし
大阪市都島区 おざわ商店 おざわ
大阪市都島区 串揚げ専門店 mirage  
大阪市都島区 すし駒
大阪市都島区 旨いもんや つかさ
大阪市都島区 カラオケかなで
大阪市都島区 大阪王将都島店
大阪市都島区 そば処 なだ市
大阪市都島区 鉄板福山
大阪市都島区 花丸軒 毛馬店
大阪市都島区 焼鳥凡僧都島店
大阪市都島区 ゾンビバーリボルバー
大阪市都島区 うわさの姫子
大阪市都島区 八宝亭
大阪市都島区 GARUDA
大阪市都島区 結月
大阪市都島区 Tiara
大阪市都島区 すなっくすずらん
大阪市都島区 おばんざいBar 蓮
大阪市都島区 鉄板焼きかわち
大阪市都島区 和風スナックぴん
大阪市都島区 LiveHouse Arc
大阪市都島区 ミミズクカフェ
大阪市都島区 串カツ赤と黒
大阪市都島区 cafe 陽香
大阪市都島区 すし陵
大阪市都島区 光龍益
大阪市都島区 bar ChemmyKiller
大阪市都島区 地鶏焼肉くくる
大阪市都島区 メーベル
大阪市都島区 ６０１Cafe...and Bar
大阪市都島区 大番
大阪市都島区 music bar Hi-FIVE
大阪市都島区 みつば
大阪市都島区 立喰焼肉 ごぶ
大阪市都島区 KANSAI
大阪市都島区 フード&スタンドバー#3
大阪市都島区 御馳走よし春
大阪市都島区 集い
大阪市都島区 彩鳥亭
大阪市都島区 INDIANNEPALI SAGUN
大阪市都島区 焼肉 牛王
大阪市都島区 ダウーゴ
大阪市都島区 焼き鳥酒場ゑん
大阪市都島区 はる
大阪市都島区 ラウンジマリア

新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けた
ご協力のお申し出ありがとうございました。

※この一覧は、お申し出いただいた皆様であり、支給が決定された一覧ではありませんのでご留意ください。
                  （この一覧の情報は、申請書の記載内容に基づいています。）                   【順不同】

ご協力のお申し出をいただきました施設の一覧（令和3年11月22日公表分）
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大阪市都島区 立ち飲み処にしの
大阪市都島区 串屋長右衛門
大阪市都島区 食事飲処 菜
大阪市都島区 康美
大阪市都島区 弁けい庵
大阪市都島区 ねぇやん部屋
大阪市都島区 IZAKAYA MARU 
大阪市都島区 RAITO
大阪市都島区 美ら海
大阪市都島区 カラオケ喫茶＆スナック ランバダ
大阪市都島区 ShotBar-DEN-
大阪市都島区 株式会社 コニシ 立ち呑み処 酒のコニシ
大阪市都島区 Mi来chan
大阪市都島区 スナックりぼん
大阪市都島区 かすみや片町
大阪市都島区 エレッセ
大阪市都島区 raise
大阪市都島区 チャンピオン 都島店
大阪市都島区 はしま
大阪市都島区 うなぎ専門店 紫煙
大阪市都島区 美ら島真心
大阪市都島区 万寿房
大阪市都島区 bamboo kitchen
大阪市都島区 福すし
大阪市都島区 六三四家
大阪市都島区 焼肉家げんちゃん
大阪市都島区 居酒屋よこちょう
大阪市都島区 スタンド カッコ
大阪市都島区 スナック キャピタル
大阪市都島区 AMARABALI
大阪市都島区 味楽亭
大阪市都島区 お出汁とスパイス元祖エレクトロニカレー
大阪市都島区 鄙の味三年
大阪市都島区 岡室酒店
大阪市都島区 Poppin' Time
大阪市都島区 星空居酒屋
大阪市都島区 すし中
大阪市都島区 イタリア食堂イルセルペンテ
大阪市都島区 すし政
大阪市都島区 ナニワやきいも本舗
大阪市都島区 炭火焼鳥なかんむり
大阪市都島区 株式会社 高野酒店
大阪市都島区 文の助茶屋 モール京橋店
大阪市都島区 Brilliantclub
大阪市都島区 旬鮮 一準
大阪市都島区 立ち呑み処とん両
大阪市都島区 粉もん居酒屋玉chan
大阪市都島区 満月
大阪市都島区 色鷄
大阪市都島区 AJITO
大阪市都島区 まんぷく屋ぎんなん
大阪市都島区 左馬
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大阪市都島区 スナック フロンティア
大阪市都島区 旬楽ごはん和和
大阪市都島区 とんかつの店ミヤコ
大阪市都島区 うまいもんいわたや
大阪市都島区 オレンジエプロン
大阪市都島区 シャトレーヌ
大阪市都島区 一番地
大阪市都島区 旬彩鮮魚 居酒屋 漁り火
大阪市都島区 三代目鳥舞台
大阪市都島区 旨旬酒場純
大阪市都島区 AMMY
大阪市都島区 豚ステーキ ブタのやーつ Bar story
大阪市都島区 cocoro 心
大阪市都島区 すなっく あまん
大阪市都島区 酒場しろくま
大阪市都島区 居酒屋 大黒京橋
大阪市都島区 居酒屋祭
大阪市都島区 モンテプリモ
大阪市都島区 Rainbow
大阪市都島区 炭火割烹いなせ
大阪市都島区 明ごころ洋食店
大阪市都島区 SONNY
大阪市都島区 アジアンダイニング怡心
大阪市都島区 つり鮮
大阪市都島区 Lounge Pure
大阪市都島区 燈舎
大阪市都島区 立ち呑み居酒屋たく家
大阪市都島区 紀の国屋くっすー
大阪市都島区 酒処心
大阪市都島区 越路
大阪市都島区 Blue
大阪市都島区 焼肉龍良
大阪市都島区 Good Enough Diner Kyobahi
大阪市都島区 一心 明ごころ 南店
大阪市都島区 わらじや
大阪市都島区 大栄飯店
大阪市都島区 ふぐ御料理處 でん
大阪市都島区 ちゅらさん
大阪市都島区 居酒屋 月うさぎ
大阪市都島区 みのり
大阪市都島区 59 KO-KUH
大阪市都島区 中華そば丸岡商店京橋本店
大阪市都島区 ラーメン珉龍
大阪市都島区 立呑専科力雅
大阪市都島区 京橋ハラミ屋
大阪市都島区 きむらや
大阪市都島区 Monチッち
大阪市都島区 居酒屋ふぅ
大阪市都島区 鉄板dinigもら
大阪市都島区 BAR WISTERIA
大阪市都島区 焼肉一歩
大阪市都島区 KOKUMEI
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大阪市都島区 鉄板焼 串もんや笛
大阪市都島区 パブ今日子
大阪市都島区 鉄板焼め組
大阪市都島区 カラオケパブSmile
大阪市都島区 エテルナ
大阪市都島区 BARコネクト
大阪市都島区 Mix Lounge 清本
大阪市都島区 喫茶・軽食 ファミリー
大阪市都島区 ビストロ・ミショーレ
大阪市都島区 花甜茶房
大阪市都島区 正宗屋
大阪市都島区 和み立呑処六華
大阪市都島区 BE-GLAD
大阪市都島区 Pub＆Lounge HERO
大阪市都島区 エル・ワイズ
大阪市都島区 旬彩酒処ひろ
大阪市都島区 KIRIVE
大阪市都島区 飲み処 美々
大阪市都島区 おでん吉峰
大阪市都島区 トリヤココロイヤル
大阪市都島区 スナック恵理
大阪市都島区 牡丹江
大阪市都島区 海鮮酒場うっぱん
大阪市都島区 トタン
大阪市都島区 グロッシー
大阪市都島区 さすけ
大阪市都島区 焼肉元気くん
大阪市都島区 虎と龍
大阪市都島区 インドレストランRAJA & Cafe
大阪市都島区 極肉しゃぶ一
大阪市都島区 スナックピュア
大阪市都島区 旬菜ぼちぼち
大阪市都島区 Pizzeria da Pepino
大阪市都島区 串かつキャメルクラッチ京橋らくだや
大阪市都島区 Castanea
大阪市都島区 日本酒とお食事 はちどり
大阪市都島区 フラミンゴ
大阪市都島区 リトルバンコク
大阪市都島区 馬刺しと豚料理とお酒ＢａｒＢＡＴＯＮ
大阪市都島区 お好み焼き鉄板焼きおかん家
大阪市都島区 Ｃ・Ｒ・Ｉ・Ｓ
大阪市都島区 清昌館 京橋店
大阪市都島区 ほてい寿司
大阪市都島区 KOTE
大阪市都島区 ほっこり家
大阪市都島区 Biranju
大阪市都島区 Bistrot glouton
大阪市都島区 ウィット
大阪市都島区 ギルガメ食堂
大阪市都島区 アンティカトラットリアクロノ
大阪市福島区 a poco!
大阪市福島区 樹里
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大阪市福島区 大阪モノラル
大阪市福島区 kamechi
大阪市福島区 夢路
大阪市福島区 ビアーズ 
大阪市福島区 熟成魚貝と陶器利他
大阪市福島区 秋久
大阪市福島区 カラオケルーム&スナック プリティ・ウーマン
大阪市福島区 ウィズ
大阪市福島区 創作和匠なかしま
大阪市福島区 HOTPOT
大阪市福島区 ラウンジ邦
大阪市福島区 LIBERTY
大阪市福島区 幸乃道
大阪市福島区 一番 野田阪神駅前店
大阪市福島区 かどや
大阪市福島区 ポーア
大阪市福島区 アジアーゴ
大阪市福島区 グリルタケヤ
大阪市福島区 鉄板焼 THE VILLAGE
大阪市福島区 龍馬亭
大阪市福島区 福島やまがそば
大阪市福島区 花川
大阪市福島区 バリバール
大阪市福島区 沖濱そば
大阪市福島区 Ｌｏｕｎｇｅ Ａｎｇｅ．
大阪市福島区 スタンド酒場まはろ
大阪市福島区 焼肉ソムリエ 萬樹亭
大阪市福島区 割烹 ふくすけ
大阪市福島区 Cafe & Bar Sabaidee
大阪市福島区 旬菜ひとり鍋かりん
大阪市福島区 中国料理みわ亭
大阪市福島区 こっそりカレー
大阪市福島区 世界長
大阪市福島区 小原春香園
大阪市福島区 BAR &DINING HIMAWARI
大阪市福島区 イカれた鮨屋
大阪市福島区 YAKITORI PLANET
大阪市福島区 ちゃあ屋
大阪市福島区 立呑ぱぐちゃん
大阪市福島区 加津屋
大阪市福島区 7/Na
大阪市福島区 INDO NEPALI RASTURENT RARA
大阪市福島区 てんびん
大阪市福島区 セカンドスペース
大阪市福島区 お食事処酒処うえ河
大阪市福島区 Alla Pace
大阪市福島区 スナック 路
大阪市福島区 フレンチレストランEvoluer 
大阪市福島区 日本盛
大阪市福島区 四川と小吃 奏煖
大阪市福島区 馬鹿羅＇ｓ
大阪市福島区 野田園
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大阪市福島区 Run Run
大阪市福島区 はせ川
大阪市福島区 ラウンジ ピアディ
大阪市福島区 季節の肴と酒処 大くぼ
大阪市福島区 菜食酒房はぐみ
大阪市福島区 REIMS
大阪市福島区 LaStrada
大阪市福島区 マダムアンジュドボヌール
大阪市福島区 風月
大阪市福島区 黄味鶏
大阪市福島区 レストランイレブン
大阪市福島区 鮨笑ねはち
大阪市福島区 お好み焼きよしい
大阪市福島区 シンラ
大阪市福島区 寿司処 海屋
大阪市福島区 和風やすらぎカルモ
大阪市福島区 ＣＡＦＥ香福
大阪市福島区 家庭料理英
大阪市福島区 Tyrni
大阪市福島区 上田温酒場
大阪市福島区 惣作輪食 大酒家
大阪市福島区 ごろく
大阪市福島区 花閲茶
大阪市福島区 らーめん小僧
大阪市福島区 フジヤマドラゴン福島店
大阪市福島区 みつ星製麵所
大阪市福島区 PRIME S
大阪市福島区 バナナムーン
大阪市福島区 BAR ca ALE
大阪市福島区 大阪食酒リエカオ
大阪市福島区 Cafe&Bar TREE BAR
大阪市福島区 チャイニーズ食堂菜々
大阪市福島区 鉄板dining新井
大阪市福島区 串焼き旬菜ゆき根
大阪市福島区 ハチマン
大阪市福島区 博多中洲ぢどり屋
大阪市福島区 NAYUTAKO
大阪市福島区 お酒とさかなかけはし
大阪市福島区 よしこ
大阪市福島区 さくちゃん
大阪市福島区 Restaurant et Patisserie js
大阪市福島区 PROSCIUTTERIA Y
大阪市福島区 炉ばた のんき
大阪市福島区 小料理桔梗
大阪市福島区 スナックMIMI
大阪市福島区 スナック ポー
大阪市福島区 九州ラーメン 片岡製作所
大阪市福島区 浄正
大阪市福島区 晴屋 福島店
大阪市福島区 STUDIO BAR ALDO
大阪市福島区 まぜ麺mahoroba
大阪市福島区 多幸屋
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大阪市福島区 笑合幸
大阪市福島区 dasiyaふぁーる
大阪市福島区 バルTRIUMPH
大阪市福島区 馬肉料理・まぐろと日本酒の店 赤味処 馬ぐろ
大阪市福島区 via del emme
大阪市福島区 壱丸ラーメン
大阪市福島区 犬鳴豚居酒屋すもぉ～き～
大阪市福島区 よってや
大阪市福島区 BB
大阪市福島区 Bar よつば
大阪市福島区 鶏と魚 かしわ木
大阪市福島区 パルロワ
大阪市福島区 泡ギョーザファンホリック
大阪市福島区 しもぶち
大阪市福島区 LA PIZZA NAPOLETANA REGALO
大阪市福島区 3F bar Match
大阪市福島区 アニバサリー・バール
大阪市福島区 鉄板居酒屋 暢
大阪市福島区 DUKES
大阪市福島区 京らーめん阿騎野
大阪市福島区 う越貞
大阪市福島区 香辛薬麺
大阪市福島区 草鍋えんや
大阪市福島区 けんしん亭 新福島
大阪市福島区 さむらいきっちん
大阪市福島区 隠れ韓国kitchenカンス
大阪市福島区 下町鉄板お好み焼き川上 
大阪市福島区 頂
大阪市福島区 Bar Maru
大阪市福島区 ポポ
大阪市福島区 スタジオJBL
大阪市福島区 Fish&Meat HANDS
大阪市福島区 竹内酒店
大阪市福島区 move on
大阪市福島区 OTONOS
大阪市福島区 キラワレ餃子
大阪市福島区 TOKIN(と金）
大阪市福島区 鮭バルSalmonBear
大阪市福島区 Michino Le Tourbillon
大阪市福島区 美味旬菜 穂の華
大阪市福島区 ラウンジ ＨＡＮＧＯＵＴ
大阪市福島区 F's stones
大阪市福島区 炭火焼肉ここから屋
大阪市福島区 やご
大阪市福島区 BASEBALL BAR Gee
大阪市福島区 夢街堂
大阪市福島区 ペニーローファーズ
大阪市福島区 モデナ トロワテロワール ラカンティネッタモデナ
大阪市福島区 ダーツショップアンドカフェ ハイオフ
大阪市福島区 パプリカ
大阪市福島区 Bar Speakeasy
大阪市福島区 手打ちそば谷谷
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大阪市福島区 Gloss
大阪市福島区 とらの穴
大阪市福島区 隠れ家創作餃子クーカイ 
大阪市福島区 Amusement Bar K-style
大阪市福島区 KOZMIC長屋バー
大阪市福島区 大和水産福島店
大阪市福島区 海鮮屋台おくまん 福島店
大阪市福島区 BAR NELLIE
大阪市福島区 福島大衆すき焼きすき六
大阪市福島区 E-BAR
大阪市福島区 スナック ぷう
大阪市福島区 蕎麦小山
大阪市福島区 焼肉処 Juu+Ju
大阪市福島区 PALM1987
大阪市福島区 炭味旬菜 収穫
大阪市福島区 イタリア食堂 TAVERNA PORCINI
大阪市福島区 こうふく
大阪市福島区 残業や
大阪市福島区 どにを
大阪市福島区 鉄板焼 ねぎ吉
大阪市福島区 地獄谷冥土バー
大阪市福島区 kabato
大阪市福島区 Bar 土器
大阪市福島区 エンドウ豆の花
大阪市福島区 とんかつ道場
大阪市福島区 しゃべろば
大阪市福島区 夫婦うどん
大阪市福島区 すし数
大阪市福島区 ホルモン福福
大阪市福島区 SONI
大阪市福島区 GIVERNY
大阪市福島区 蕎麦 まき埜
大阪市福島区 大阪中央卸売市場 ト１８食堂
大阪市福島区 中華そば無限
大阪市福島区 焼肉ちょうちん
大阪市福島区 ジェネラルレストラントレド
大阪市福島区 きわみ
大阪市福島区 トミ
大阪市福島区 R
大阪市福島区 魚のすすめ
大阪市福島区 中華 信さん
大阪市福島区 Bistro cafe eS
大阪市福島区 Bar亀酒楽
大阪市福島区 屋台ラーメンまる徳
大阪市福島区 Bar anb-
大阪市福島区 こころ
大阪市福島区 はつえダイニング
大阪市福島区 焼肉 ひかり
大阪市福島区 居酒屋ENO
大阪市福島区 がじゅまる食堂
大阪市福島区 mama's kitchen市力
大阪市福島区 AC depth
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大阪市福島区 わんすもあー
大阪市此花区 レストハウスルー
大阪市此花区 ナゴミドコロボブ
大阪市此花区 うおしん
大阪市此花区 ながさき本店
大阪市此花区 たこやきてっちゃん
大阪市此花区 カラオケステージはなくらぶ
大阪市此花区 亀
大阪市此花区 カラオケ一品いっちゃん
大阪市此花区 ハート＆ハード
大阪市此花区 居酒屋天下一
大阪市此花区 Dining BRICKSIDE
大阪市此花区 BAR S＆K
大阪市此花区 克政
大阪市此花区 粉もん屋八 西九条店
大阪市此花区 スナック心
大阪市此花区 ゆめの屋
大阪市此花区 居酒屋はまゆう
大阪市此花区 カラオケ喫茶MIMI
大阪市此花区 酒処なかの
大阪市此花区 おでんCafe&Barぎゃみん-gyamin'-
大阪市此花区 まぼや
大阪市此花区 ふる里
大阪市此花区 呑み処勝の店
大阪市此花区 haru
大阪市此花区 ざっぴん家
大阪市此花区 ＧＡＢＢＬＥ
大阪市此花区 とんかつ 串カツ たにぐち
大阪市此花区 もんじゃ彩
大阪市此花区 お好み焼き花水木（酉島店）
大阪市此花区 大衆炭焼ステーキキタハラ
大阪市此花区 食事処 つし里
大阪市此花区 中野屋サンド
大阪市此花区 ちょい呑み酒場 ちいこ
大阪市此花区 MANAKAMANA
大阪市此花区 喰焼所
大阪市此花区 鳥喜
大阪市此花区 たまや
大阪市此花区 レッドロブスターユニバーサルシテイウオーク大阪
大阪市此花区 Ｈｅａｒｔ Ｂｒｅａｋ Ｃａｆｅ
大阪市此花区 鳴門
大阪市此花区 此花区酒房丹波屋
大阪市此花区 ピース
大阪市此花区 大和家
大阪市此花区 串かつ処たちばな
大阪市此花区 お好み焼 び豚
大阪市此花区 旭珉珉
大阪市此花区 らーめん麺泥棒 西九条店
大阪市此花区 小林商店直売所
大阪市此花区 やきとん角
大阪市此花区 呑み処美和
大阪市此花区 焼肉 微吟
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大阪市此花区 いずみ
大阪市此花区 一笑閣
大阪市此花区 nolboo
大阪市此花区 酒菜三昧実乃里
大阪市此花区 割烹亀広
大阪市此花区 匠
大阪市此花区 豚骨ラーメン霧島
大阪市此花区 麺屋花壱
大阪市此花区 伊予寿し
大阪市此花区 旨いもの家あづま
大阪市此花区 砂上の皿
大阪市此花区 インド料理キングフィッシャー
大阪市此花区 こばちやとき
大阪市此花区 酒楽だんだん
大阪市此花区 牛元
大阪市此花区 イタリアキッチンベニーレ
大阪市此花区 池庄
大阪市西区 味処淀屋
大阪市西区 ６ＴＨ
大阪市西区 創作料理とワインのお店 上田慎一郎
大阪市西区 さむらい万次郎
大阪市西区 インド料理 ナワシャンティ
大阪市西区 肥後橋 サンロクゴ食堂
大阪市西区 美藤珈琲
大阪市西区 AREA
大阪市西区 洋食手嶋
大阪市西区 Bar Perro
大阪市西区 うち吞み屋 新町店
大阪市西区 バー立山
大阪市西区 低糖 ダイニング ブラン
大阪市西区 靱本町がく
大阪市西区 やきやき晴の花
大阪市西区 Terrasse ねギま
大阪市西区 ワインバー グラスハウス
大阪市西区 食堂さんさんじ
大阪市西区 La Cantinetta
大阪市西区 炊い処ぽんたん
大阪市西区 HELLO NEW DAY
大阪市西区 うたいばー
大阪市西区 もとや
大阪市西区 igocoti
大阪市西区 遊食家アズバード
大阪市西区 enisi
大阪市西区 御料理ｚａｉあぶら田
大阪市西区 ABC
大阪市西区 RODDA group
大阪市西区 焼肉R29
大阪市西区 夜半の月
大阪市西区 タヴェルナ アズーラ  ロッソおじさんの店
大阪市西区 おでん○
大阪市西区 らーめん砦京町堀店
大阪市西区 洋食 アンルパ
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大阪市西区 sereno
大阪市西区 すたんどぼぶ
大阪市西区 Rira
大阪市西区 (酒)にしむら
大阪市西区 カラオケ喫茶 めだか
大阪市西区 しらさわ
大阪市西区 AL  SODO
大阪市西区 日本料理梅堂
大阪市西区 旭
大阪市西区 ベトナム屋ＤＺＯ
大阪市西区 POLVERE
大阪市西区 しゃぶ吉
大阪市西区 焼肉のあじまる 阿波座店
大阪市西区 菖蒲坂
大阪市西区 蕎麦切りmasa
大阪市西区 心間
大阪市西区 居酒屋たま
大阪市西区 うまづら
大阪市西区 Bazaar
大阪市西区 燕酒家
大阪市西区 新町やまがそば
大阪市西区 悪女
大阪市西区 和み料理もりと
大阪市西区 Shot Bar Son's Bar
大阪市西区 九条 ちょい呑み缶ぽん
大阪市西区 Smile Kitchen
大阪市西区 小料理つかさ
大阪市西区 ぼっかけや
大阪市西区 こだわりらーめんカフェ壺水天
大阪市西区 酒楽食遊 とも彩
大阪市西区 穂里館
大阪市西区 炭火焼食堂トロンペ
大阪市西区 さくらvita
大阪市西区 路地裏食堂 cinq
大阪市西区 カレーコンドル
大阪市西区 居酒屋とりあえず
大阪市西区 江戸堀BEEF
大阪市西区 ます田
大阪市西区 Ｄｉｎｉｎｇ＆Ｂａｒ ＨＢ
大阪市西区 CH@NT
大阪市西区 居食屋たかちゃん
大阪市西区 すし源
大阪市西区 中国家常菜楽活
大阪市西区 鉄板ダイニングＯＫＯＮＯＭＩＹＡ
大阪市西区 楽々ーtano tanoー
大阪市西区 エルソカロ・ブリトー
大阪市西区 くっちまえ
大阪市西区 ROSIE
大阪市西区 Roots Hostel
大阪市西区 ボデガディーゴ
大阪市西区 べん天うどん
大阪市西区 伍久楽
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大阪市西区 すし藤田
大阪市西区 SAN MiDO
大阪市西区 ふるさと
大阪市西区 讃岐路
大阪市西区 らーめんわんや
大阪市西区 にらめっ子
大阪市西区 ひなた家
大阪市西区 串・なべ処 慶祐
大阪市西区 Ｔａｒｉｌ
大阪市西区 ワイン食堂いとうや
大阪市西区 愛・優
大阪市西区 担々麺&中華バル 辣将軍
大阪市西区 CROISEE
大阪市西区 スナック アコ
大阪市西区 かぐら
大阪市西区 Honey
大阪市西区 堀江酒場
大阪市西区 IMANO OSAKA SHINSAIBASHI HOSTEL
大阪市西区 大阪豚しゃぶの会本店
大阪市西区 Ｔｅｐｐａｎ＆ｇｒｉｌｌＲ
大阪市西区 いずみバーグ
大阪市西区 立ち飲み キッチンスタジアム
大阪市西区 麺屋ＴＡＫＡ
大阪市西区 山茶花
大阪市西区 DEVI Indian&Nepalese Restaurant
大阪市西区 覇王樹
大阪市西区 和けい
大阪市西区 九条 めしや
大阪市西区 Comptoir15
大阪市西区 旅路Kitchen
大阪市西区 スシコーヒー
大阪市西区 Niku Teria カルネバッカ
大阪市西区 活魚創作料理かず
大阪市西区 やきとり大吉九条店
大阪市西区 Pilialoha
大阪市西区 京町堀 華家
大阪市西区 ミッドウェイ
大阪市西区 千両
大阪市西区 酒味処 ごろごろ亭
大阪市西区 Bistro sourire
大阪市西区 Basket case
大阪市西区 BAR RED PANDA
大阪市西区 natural dining cafeMode
大阪市西区 おばんざい ゆかや
大阪市西区 北堀江いちふく
大阪市西区 capitolo3:l'arca
大阪市西区 SPICECURRY43
大阪市西区 チーズチューズ ＨＩＧＯＢＡＳＨＩ
大阪市西区 阿波座 なが友
大阪市西区 ケンちゃん食堂
大阪市西区 うどん居酒屋江戸堀
大阪市西区 食間や

12 / 136 ページ



市町村名 施設名称

※この一覧は、お申し出いただいた皆様であり、支給が決定された一覧ではありませんのでご留意ください。
                  （この一覧の情報は、申請書の記載内容に基づいています。）                   【順不同】

ご協力のお申し出をいただきました施設の一覧（令和3年11月22日公表分）

大阪市西区 炭火焼鳥 矮鶏
大阪市西区 ザ コーヒーコーヒーコーヒー
大阪市西区 バルタザール
大阪市西区 串まる
大阪市西区 宇奈とと九条店
大阪市西区 台処 かみ谷
大阪市西区 つばき
大阪市西区 ラギャロワーズ
大阪市西区 Party
大阪市西区 あづまや
大阪市西区 お好み焼きなお家
大阪市西区 洋食屋ダイニングテーブル
大阪市西区 TOBE
大阪市西区 たこ焼きバル徳次郎
大阪市西区 佐々木孫べえ
大阪市西区 炭火焼鳥あおとり
大阪市西区 バレンシア
大阪市西区 La Table
大阪市西区 割烹うゑだ
大阪市西区 九条ワイン食堂 バルグラン
大阪市西区 焼肉まるしま 江戸堀店
大阪市西区 SANTA-LICIA
大阪市西区 Lion Heart
大阪市西区 cabotte
大阪市西区 Indian Nepal Restaurant and Bar SIDDARTHA
大阪市西区 串カツぼちぼち
大阪市西区 香港楼
大阪市西区 Cafe&Restaurant DECO
大阪市西区 Asian kitchen Cafe 百福
大阪市西区 寿し元dining
大阪市西区 炭火焼 柴家
大阪市西区 Fritいっこいっこ
大阪市西区 FUTURO
大阪市西区 新町ら～めん
大阪市西区 味ヒーロー
大阪市西区 カグノミ堂
大阪市西区 スパイス茂
大阪市西区 九条トリコ
大阪市西区 カレーハウスＤＥＮ肥後橋店
大阪市西区 ゴルフカフェ四ツ橋
大阪市西区 IL BECCAFICO  イルベッカフィーコ
大阪市西区 FREEKY
大阪市西区 ワンズ・ハウス
大阪市西区 若狭や
大阪市西区 WINE PLANET
大阪市西区 スナックりな
大阪市西区 スナック みさと
大阪市西区 ちゃ味鶏
大阪市西区 541+
大阪市西区 syusyu
大阪市西区 居酒屋 和音
大阪市西区 開元カフェ
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大阪市西区 そば処つなぎ
大阪市西区 くいしんぼ
大阪市西区 中華料理 福
大阪市西区 道楽庵
大阪市西区 Mandarin
大阪市西区 心白
大阪市西区 ミセスユン
大阪市西区 livehouse Mrs.Dolphin
大阪市西区 軸
大阪市西区 日本酒とワインせれくと
大阪市西区 bamboo
大阪市西区 チーナ邸
大阪市西区 Bar MALOWD
大阪市西区 BISTRO◎BACCHUS
大阪市西区 Reiko
大阪市西区 THE TUBE
大阪市西区 串カツ居酒屋火菜屋
大阪市西区 TIGER-８
大阪市西区 おばんざい山本屋
大阪市西区 さしゅう
大阪市西区 ま津もと
大阪市西区 AUPA
大阪市西区 バッテラロック
大阪市西区 末広
大阪市西区 SO MANY ROADS
大阪市西区 SOLEIL
大阪市西区 サントリーオールドバー四ツ橋
大阪市西区 風味鶏
大阪市西区 鉄板焼・居酒屋 美味
大阪市西区 肴と魚と酒菜 湊
大阪市西区 ゴレン者
大阪市西区 Buccii
大阪市西区 イエロースパイス北堀江店
大阪市西区 ART＆WINE
大阪市西区 九絵家
大阪市西区 炭火焼鳥まんてん
大阪市西区 森川酒店
大阪市西区 calla
大阪市西区 クロイマジョ
大阪市西区 家庭料理ひまわり
大阪市西区 ちー坊のタンタン麺
大阪市西区 ネオショットバー
大阪市西区 Casa Da Andorinha
大阪市西区 maZE
大阪市西区 若木
大阪市西区 ビリヤードグリーン２２
大阪市西区 唯一無二
大阪市西区 PASSE
大阪市西区 やっこ蛸
大阪市西区 うどんの祥かな泉 イオンモール大阪ドームシティ店
大阪市西区 濃厚中華そば元信濃橋店
大阪市西区 Cafe Sketch
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大阪市西区 えどぼり 和じ庵
大阪市西区 うまい麺には福来たる
大阪市西区 浜焼太郎 西本町店
大阪市西区 カレー堂 堀江店
大阪市西区 立呑み居酒屋 磯っ子
大阪市西区 お好み・鉄板焼きKONOMU
大阪市西区 Kitchen Sugar
大阪市西区 居酒屋やいと
大阪市西区 上等カレー 阿波座店
大阪市西区 宝堂ここら
大阪市西区 Bar Baden2 
大阪市西区 楽鷄
大阪市西区 BAR KALAPANA
大阪市西区 立呑処家味囲
大阪市西区 韓 サラン
大阪市西区 アラルデ
大阪市西区 わっか
大阪市西区 DINING1325
大阪市西区 酒菜 和がく
大阪市西区 立食いうどん大和庵
大阪市西区 SUPER GATEAU CHOCOLAT
大阪市西区 福里商店 立ち呑み ふくり
大阪市西区 時々昼cafeうた酒場alun
大阪市西区 ケセランパサラン南堀江店
大阪市西区 GalleryBar Peace
大阪市西区 haD 
大阪市西区 Coffee Roughnecks
大阪市西区 焼き鳥 笑ちゃん
大阪市西区 なにわ創彩 百虎
大阪市西区 カレー得正土佐堀店
大阪市西区 Cafe TARO
大阪市西区 Wine bar build
大阪市西区 魚菜さか蔵
大阪市西区 Ｓｐｒｅａｄ
大阪市西区 焼肉火山
大阪市西区 花宴
大阪市西区 ダイニングバーライノ
大阪市西区 And you 
大阪市西区 さぼてん食堂
大阪市西区 ちょい呑み×CAFE幸右衛門
大阪市西区 株式会社ステーキハウス上田
大阪市西区 料理屋新町壱丁目
大阪市港区 さか口
大阪市港区 木曽谷
大阪市港区 丹頂
大阪市港区 越智
大阪市港区 居間蔵屋
大阪市港区 季節料理かた岡
大阪市港区 SAM
大阪市港区 庵
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大阪市港区 長崎飯店
大阪市港区 みの八
大阪市港区 炉端焼き芝苑
大阪市港区 大阪たこ焼き本舗昌也
大阪市港区 レストラン美吉
大阪市港区 Bar.Urizun
大阪市港区 中華風居酒屋 千客万来
大阪市港区 アゼリア
大阪市港区 バンビーノ港区本店
大阪市港区 ８８
大阪市港区 ハaハaハa HayashiRice &Jewelry
大阪市港区 田田
大阪市港区 中国料理新揚州
大阪市港区 木村酒店
大阪市港区 寿司茶屋すし活
大阪市港区 やたがらす
大阪市港区 居酒屋 竜馬
大阪市港区 やきとり紀州
大阪市港区 スナック Ｔｕｍｉｋｉ
大阪市港区 日曜日
大阪市港区 木村屋酒店（立呑み木村屋）
大阪市港区 山本酒店
大阪市港区 喫茶ヒロミ
大阪市港区 軽食 松
大阪市港区 手打ちうどん かめや
大阪市港区 韓国食堂とらじ
大阪市港区 La Vita Rosa
大阪市港区 たこ焼き王国
大阪市港区 福屋
大阪市港区 Silver Spoon
大阪市港区 炭火焼鳥うめし
大阪市港区 Bar Boogie Walk
大阪市港区 食いしんぼアイワ
大阪市港区 LE GRAND BLEU
大阪市港区 サムギョプサルと鍋 y.s.s.
大阪市港区 麺屋 鶏之助
大阪市港区 たこ郎
大阪市港区 ふぐ克
大阪市港区 どんどん居酒屋
大阪市港区 さくら
大阪市港区 はづき
大阪市港区 IDO.co
大阪市港区 ゆみちゃん
大阪市港区 貴美
大阪市港区 松栄丸
大阪市港区 かどや
大阪市港区 千両寿司
大阪市港区 栄鮓
大阪市港区 いまい家
大阪市港区 ほっTOすれBar
大阪市港区 百一
大阪市港区 酒処まんてん
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大阪市港区 AKASHIYA
大阪市港区 串かつ 活 天保山マーケットプレース店
大阪市港区 やきとり大吉大阪港店
大阪市港区 スナックK
大阪市港区 助左
大阪市港区 焼き鳥こっこや
大阪市港区 炭火焼め組
大阪市港区 中国料理 共栄軒
大阪市港区 くらちゃん
大阪市港区 カフェバーメルヘン
大阪市港区 鉄板 ます屋
大阪市港区 新盛飯店
大阪市港区 修
大阪市港区 teppan bar mirco
大阪市港区 馬酔木
大阪市港区 大和庵 港店 大和屋吉ちょむ
大阪市港区 Ｌｅｔｔｅｒ 美文
大阪市港区 穂のか
大阪市港区 若松
大阪市港区 赤丸食堂
大阪市港区 らくらく亭
大阪市港区 中華料理 興隆閣
大阪市港区 鉄板居酒屋ちかおちゃん
大阪市港区 中華の王将
大阪市港区 たこ焼きdiningギルド
大阪市港区 串揚家三と九
大阪市港区 焼肉 たつ味
大阪市港区 居酒屋 いのおか
大阪市港区 Bar AROMA
大阪市港区 スナック夜汽車
大阪市港区 べらみ
大阪市港区 モンロー
大阪市大正区 兆治
大阪市大正区 和
大阪市大正区 あーちゃん
大阪市大正区 焼肉 李
大阪市大正区 スナック JEWEL
大阪市大正区 MIYABI-YA
大阪市大正区 海鮮処 絆 本店
大阪市大正区 みんらく
大阪市大正区 つるや
大阪市大正区 ROOKIES CAFE
大阪市大正区 優
大阪市大正区 幸園
大阪市大正区 CAFE 居酒屋 RURU
大阪市大正区 Cherie
大阪市大正区 baraka
大阪市大正区 立呑処きよしや
大阪市大正区 平酒店
大阪市大正区 酒のみのりや
大阪市大正区 民芸そば処今井
大阪市大正区 やきとり道場
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大阪市大正区 丹後屋酒店
大阪市大正区 喜多八
大阪市大正区 カラオケメモリー
大阪市大正区 沖縄奄美居酒屋風唄
大阪市大正区 すなッくK
大阪市大正区 すし健
大阪市大正区 海鮮居酒屋 はるか
大阪市大正区 こゆき
大阪市大正区 由紀
大阪市大正区 Donポチャ
大阪市大正区 にーぼ
大阪市大正区 ニューインドパレス
大阪市大正区 ラウンジかおり
大阪市大正区 舞
大阪市大正区 Maju
大阪市大正区 居酒屋じゅん平
大阪市大正区 若竹
大阪市大正区 立ちのみ処呑ものも
大阪市大正区 呑食家まる美
大阪市大正区 NANAMI
大阪市大正区 新大正庵
大阪市大正区 笑酔人 TUGBOAT TAISHO
大阪市大正区 立飲み酒場やまいち
大阪市大正区 玉tama
大阪市大正区 誠ｓｅｉ
大阪市大正区 創作串揚げ一正
大阪市大正区 お好み焼・鉄板焼 きゃべつ
大阪市大正区 炭火焼肉大正ぱっぷはうす
大阪市大正区 ALWAYS
大阪市大正区 たこ焼き&鉄板焼居酒屋もぐら
大阪市大正区 BAR in 
大阪市大正区 コパ
大阪市大正区 オトト水産
大阪市大正区 あす香
大阪市大正区 沖そばたえ
大阪市大正区 Bond
大阪市大正区 スナックチャウ
大阪市大正区 コートダジュール
大阪市大正区 The Twins
大阪市大正区 串かつＱ
大阪市大正区 草鍋えんや
大阪市大正区 ベッセ・ヴォワール
大阪市大正区 やきにく焼いて屋明
大阪市大正区 焼酎おでんBAR楽
大阪市大正区 チェリー
大阪市大正区 キッチンマカロン
大阪市大正区 ザ.沖縄
大阪市大正区 焼き鳥 藤吉郎
大阪市大正区 焼とり居酒屋吉鳥 大正駅前店
大阪市大正区 egg
大阪市大正区 食家龍吉
大阪市大正区 やんばる
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大阪市大正区 はな
大阪市大正区 麗音
大阪市大正区 こはち
大阪市大正区 居酒屋よっちゃん
大阪市大正区 クラスノ
大阪市大正区 咲場 紗穂音
大阪市大正区 ナンチャッ亭のエリー
大阪市大正区 居酒屋ゆき
大阪市大正区 味処やまもと
大阪市大正区 らーめんコーさん
大阪市大正区 土星
大阪市大正区 香港飯店
大阪市大正区 和らび
大阪市大正区 CHANCE
大阪市大正区 炭火やきとり大志
大阪市大正区 四季彩
大阪市大正区 やぐら寿し
大阪市大正区 喫茶石川
大阪市大正区 咲蔵
大阪市大正区 炭屋風天
大阪市大正区 居酒屋だるま
大阪市大正区 味処 恵み屋
大阪市大正区 Shot Bar Flip-Flap
大阪市大正区 帆っ
大阪市大正区 Bar BooZER
大阪市大正区 ニコヤ
大阪市大正区 浦江亭 大正店
大阪市大正区 クラフトポテト専門店 POTALU
大阪市天王寺区 鮨 まごのて
大阪市天王寺区 淡路屋酒店
大阪市天王寺区 はちごう
大阪市天王寺区 SUGAR RAY
大阪市天王寺区 やよい軒天王寺駅前店
大阪市天王寺区 サバス
大阪市天王寺区 和が家
大阪市天王寺区 まかないバー
大阪市天王寺区 大門
大阪市天王寺区 鳥ひろ
大阪市天王寺区 いしかわ
大阪市天王寺区 らぁめんこらぼるた
大阪市天王寺区 焼き焼きおかもと
大阪市天王寺区 鶏家 利
大阪市天王寺区 大阪教育大学 天王寺キャンパス 学園ホール食堂
大阪市天王寺区 中国菜館海麟
大阪市天王寺区 天丼の店 たま天
大阪市天王寺区 道楽
大阪市天王寺区 花さきじんの庵
大阪市天王寺区 tempo
大阪市天王寺区 Ｄａｇａｚ
大阪市天王寺区 TRATTORIA ROCCIA
大阪市天王寺区 FINO Amo Tigre
大阪市天王寺区 地鶏 炭焼き 伝介
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大阪市天王寺区 炭火焼鳥 土の子
大阪市天王寺区 お好み焼・鉄板焼 たぴおか食堂
大阪市天王寺区 洋風居酒屋JINANBO
大阪市天王寺区 なかよし
大阪市天王寺区 レストランボナンザ
大阪市天王寺区 惠三
大阪市天王寺区 まる家
大阪市天王寺区 ラグーナ
大阪市天王寺区 MARUFUJI CAFE 
大阪市天王寺区 インドタイガー上六店
大阪市天王寺区 Traum
大阪市天王寺区 喫茶 珈琲館於巣路
大阪市天王寺区 sara
大阪市天王寺区 レストラン叶
大阪市天王寺区 たからや
大阪市天王寺区 久六
大阪市天王寺区 尚作
大阪市天王寺区 そこそこ
大阪市天王寺区 88yongkitchen
大阪市天王寺区 ライラック
大阪市天王寺区 かごみ
大阪市天王寺区 季節料理 まこと
大阪市天王寺区 カフェアンド酒場ソワン
大阪市天王寺区 グリルGate 玉造店
大阪市天王寺区 はんなり
大阪市天王寺区 韓国料理爛
大阪市天王寺区 喫茶 ジロー
大阪市天王寺区 酒処 食べ処 時
大阪市天王寺区 八光園
大阪市天王寺区 まもる
大阪市天王寺区 イタリア料理ミナミ
大阪市天王寺区 旬彩なかじま商店
大阪市天王寺区 ネパ－ル創作料理店シュレスタ
大阪市天王寺区 お好み焼きよっこ
大阪市天王寺区 馬添ふ
大阪市天王寺区 カフェレストラン夕陽ヶ丘
大阪市天王寺区 麺屋 トライ
大阪市天王寺区 桃屋
大阪市天王寺区 沖縄料理ゆいまーる
大阪市天王寺区 丸正寿司
大阪市天王寺区 浪花阿吽亭
大阪市天王寺区 おさるのかごや
大阪市天王寺区 狸狸亭上六店
大阪市天王寺区 ちょうちょ結び
大阪市天王寺区 楽園
大阪市天王寺区 やまがそば
大阪市天王寺区 上六焼肉JAPAN
大阪市天王寺区 但馬屋上六ハイハイタウン
大阪市天王寺区 もつ鍋のむら 上本町店
大阪市天王寺区 地鶏焼肉熔岩屋上本町店
大阪市天王寺区 葡萄酒屋イータ
大阪市天王寺区 バーピーコート
大阪市天王寺区 ピエールモンターニュ
大阪市天王寺区 炭焼あきない
大阪市天王寺区 ワーク
大阪市天王寺区 市村酒店
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大阪市天王寺区 ＡＫ
大阪市天王寺区 旬天 伸
大阪市天王寺区 タカラ
大阪市天王寺区 鉄道バー駅
大阪市天王寺区 貝鮮浜焼 らいち
大阪市天王寺区 すし処びんび
大阪市天王寺区 オアシス
大阪市天王寺区 韓八亭
大阪市天王寺区 ナイト・イン ヒロミ
大阪市天王寺区 キッチンもとや
大阪市天王寺区 居酒屋 彩季
大阪市天王寺区 友福中華料理
大阪市天王寺区 長兵衞すし
大阪市天王寺区 味里
大阪市天王寺区 なむ
大阪市天王寺区 本町製麺所ゆ
大阪市天王寺区 お好み焼き鉄板焼き居酒屋みのる
大阪市天王寺区 MILLE FIORI
大阪市天王寺区 ハノイフォー333
大阪市天王寺区 大阪中華街早市
大阪市天王寺区 ホルモン専門店 炭火焼肉 ゆきちゃん
大阪市天王寺区 樹恵理
大阪市天王寺区 石ヶ辻ゆいの
大阪市天王寺区 じゅうじゅう亭
大阪市天王寺区 Piattini Micio 
大阪市天王寺区 BOONEYS
大阪市天王寺区 TEPPAN VIN
大阪市天王寺区 カラオケ喫茶・スナック  クイーン
大阪市天王寺区 立ち呑みおばんざい亀ちゃん
大阪市天王寺区 スタジオ イオロス
大阪市天王寺区 MOMO-DINING
大阪市天王寺区 みちよし
大阪市天王寺区 まるたま亭
大阪市天王寺区 海鮮酒家いちから
大阪市天王寺区 居酒屋 珠
大阪市天王寺区 Cafe and bar playing Records Waltz
大阪市天王寺区 ジョニーのからあげ 上本町店
大阪市天王寺区 屋台風うどんあかね
大阪市天王寺区 七輪焼鳥 虜
大阪市天王寺区 ラウンジpakira
大阪市天王寺区 彭家タッカンマリ
大阪市天王寺区 未来
大阪市天王寺区 三府寿司
大阪市天王寺区 焼肉ソソモン
大阪市天王寺区 和洋味かた
大阪市天王寺区 焼肉味道
大阪市天王寺区 一政すし
大阪市天王寺区 炭火焼肉 鶴橋 七輪
大阪市天王寺区 ミーアジョイアプリモ
大阪市天王寺区 いか焼星蘭天王寺本店
大阪市天王寺区 Cafe&Bar POSH
大阪市天王寺区 ポムの樹 天王寺ＭＩＯプラザ館店
大阪市天王寺区 cafe&bar Legato
大阪市天王寺区 串季
大阪市天王寺区 リストランテヒロタ
大阪市天王寺区 センムル
大阪市天王寺区 ピザとタピオカのペトリス
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大阪市天王寺区 旬草弥ひろ
大阪市天王寺区 あんにょん
大阪市天王寺区 味千園
大阪市天王寺区 庖山
大阪市天王寺区 大鳳閣ハイハイタウン店
大阪市天王寺区 武蔵
大阪市天王寺区 OSTERIASHIBAオステリアシバ
大阪市天王寺区 サントリースナック ドル
大阪市天王寺区 ショットバーｇ
大阪市天王寺区 デザート・レスト Ka-Chi-Sou-Zou
大阪市天王寺区 紀州さかなや
大阪市天王寺区 玉造 はちきん
大阪市天王寺区 38KITCHEN
大阪市天王寺区 Acoustic Live Cafe Anie
大阪市天王寺区 ジーノ・キッチンバー
大阪市天王寺区 黄龍
大阪市天王寺区 スナック ＧＥＭＩ
大阪市天王寺区 まつい家
大阪市天王寺区 おおいた和牛焼肉金ちゃん鶴橋style
大阪市天王寺区 南海飯店
大阪市天王寺区 ローマ軒大阪上本町店
大阪市天王寺区 ワッシーズダイニングスープル
大阪市天王寺区 酒味泉ごえんや
大阪市天王寺区 炭火焼肉もん太
大阪市天王寺区 辛口炙り肉ソバ ひるドラ 鶴橋店
大阪市天王寺区 miette
大阪市天王寺区 居酒屋がんば
大阪市天王寺区 杉本酒店
大阪市天王寺区 ハイハイ横丁
大阪市天王寺区 松よし
大阪市天王寺区 焼肉・韓國料理 韓國館
大阪市天王寺区 立呑処嬉囲屋
大阪市天王寺区 プンキッチン
大阪市天王寺区 たけ八
大阪市天王寺区 BACCANO
大阪市天王寺区 restaurant bucheide
大阪市浪速区 Sweet Tease
大阪市浪速区 虎ノ王 つけ麺・ラー麺 桜川店
大阪市浪速区 家庭料理おばんざいたつの子
大阪市浪速区 INARI GLEAN
大阪市浪速区 り：AIive
大阪市浪速区 フランス料理店 草月
大阪市浪速区 蓉味
大阪市浪速区 cafeM
大阪市浪速区 中華料理上海縁
大阪市浪速区 総本家 更科
大阪市浪速区 海空
大阪市浪速区 カメリーカラオケ
大阪市浪速区 なにわ
大阪市浪速区 すし処賛志郎
大阪市浪速区 kissshot
大阪市浪速区 備前屋
大阪市浪速区 SEYHAN KEBAB
大阪市浪速区 酒房半田屋
大阪市浪速区 湊町VOLCANO
大阪市浪速区 845
大阪市浪速区 珍珠中心&可愛Gallery
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大阪市浪速区 BAR UNKNOWN trading card shop
大阪市浪速区 串かつ酒房 盛隆軒
大阪市浪速区 もりのそば
大阪市浪速区 スナック正
大阪市浪速区 海鮮ふたば屋
大阪市浪速区 金牌黒鴨
大阪市浪速区 たこ焼き得心日本橋店
大阪市浪速区 猛禽類カフェraptorland Shovel
大阪市浪速区 亮一 中華料理
大阪市浪速区 おはな
大阪市浪速区 一心茶房
大阪市浪速区 なんばエイト
大阪市浪速区 香港
大阪市浪速区 ビジネスホテル新なんば（１階レストラン新なんば）
大阪市浪速区 伏水酒蔵小路 別館
大阪市浪速区 イーソー２
大阪市浪速区 uto
大阪市浪速区 さざれ
大阪市浪速区 味の源
大阪市浪速区 のんきや
大阪市浪速区 居酒屋ハッピー
大阪市浪速区 カレーハウスCoCo壱番屋浪速区日本橋五丁目店
大阪市浪速区 美味卯
大阪市浪速区 うどん コーチャン
大阪市浪速区 釜揚饂飩 詫間
大阪市浪速区 お好み焼スワロー
大阪市浪速区 MareCalmo
大阪市浪速区 那智
大阪市浪速区 板前居酒屋ゆうや
大阪市浪速区 ＣＥＮＴＵＲＩＯＮ ＨＯＴＥＬ ＣＥＮ 大阪難波
大阪市浪速区 堃記
大阪市浪速区 ハッピーバッファロー
大阪市浪速区 風来坊 大国町店
大阪市浪速区 K-story
大阪市浪速区 居酒屋ちとも
大阪市浪速区 串カツげんてん
大阪市浪速区 Barことり
大阪市浪速区 酒呑ありお
大阪市浪速区 花
大阪市浪速区 カフェバー暁
大阪市浪速区 お好み焼 かえで
大阪市浪速区 もんじゅ亭
大阪市浪速区 酒楽 恒や
大阪市浪速区 ふらり
大阪市浪速区 焼肉ホルモン昭和
大阪市浪速区 ねこ福
大阪市浪速区 居酒屋春
大阪市浪速区 炭火焼肉３丁目
大阪市浪速区 Tink
大阪市浪速区 酎房まほろば
大阪市浪速区 あんばい
大阪市浪速区 カフェ ルシファー
大阪市浪速区 お好み焼 ヒロ
大阪市浪速区 浪花ひとくち餃子 チャオチャオなんば湊町店
大阪市浪速区 bar sakenoma
大阪市浪速区 とかとか
大阪市浪速区 麺屋こころ 難波南店
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大阪市浪速区 無限麻辣湯
大阪市浪速区 焼肉 笑成 ENARI
大阪市浪速区 あっちち本舗 通天閣店
大阪市浪速区 北野屋
大阪市浪速区 SAN
大阪市浪速区 ブチまぐろ つね
大阪市浪速区 虎ばん
大阪市浪速区 信州そば
大阪市浪速区 狸狸亭なにわ元町店
大阪市浪速区 たこ焼き壱番 新世界店
大阪市浪速区 トラベラーズバーアール 
大阪市浪速区 呑み処スタンド瀬川
大阪市浪速区 旬香ダイニング
大阪市浪速区 Southside Music Bar
大阪市浪速区 多平
大阪市浪速区 リンダ
大阪市浪速区 cafe spat's
大阪市浪速区 music bar S.O.Ra.
大阪市浪速区 Fields round Ryo
大阪市浪速区 楽-TANOSHI-
大阪市浪速区 赤シャツ
大阪市浪速区 BAR COURAGE
大阪市浪速区 きたや
大阪市浪速区 焼鶏だんな
大阪市浪速区 うちわ
大阪市浪速区 たこ焼き酒場こておちゃん
大阪市浪速区 Pit-in
大阪市浪速区 焼肉三昧 玄
大阪市浪速区 Felice凛酌
大阪市浪速区 jammy
大阪市浪速区 やん！なんば本店
大阪市浪速区 浪花のぽんちゃん餃子
大阪市浪速区 ヘルシー温泉立葉
大阪市浪速区 Zion （ザイオン）
大阪市浪速区 PEACE BAL
大阪市浪速区 Kitchen Ohana（キッチンオハナ）
大阪市浪速区 カイノ珈琲工房
大阪市浪速区 翔月
大阪市浪速区 串やき処 軒先
大阪市浪速区 ハンバーグステーキ 極味や なんば店
大阪市浪速区 CHEESE CRAFT WORKS なんばパークス
大阪市浪速区 グルメ屋台 ８８
大阪市浪速区 Funtoco Bar Namba
大阪市浪速区 株式会社やまと屋 ５号店
大阪市浪速区 パンダ堂
大阪市浪速区 居酒屋 彩あい
大阪市浪速区 クチーナディタニグチ
大阪市浪速区 ヒカリヤ
大阪市浪速区 麺屋たけちゃん
大阪市浪速区 ｉｔｏｒｉ
大阪市浪速区 Cafe&Bar PRIMO
大阪市浪速区 榎本
大阪市浪速区 ビノテカ パネンカ
大阪市浪速区 饗
大阪市浪速区 Studio＆Caf'e.Make
大阪市浪速区 なにわ くじらぐも
大阪市浪速区 chaque aout
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大阪市浪速区 酔歌
大阪市浪速区 レ・シャンドオル
大阪市浪速区 焼肉・ステーキ い志だ屋
大阪市浪速区 鉄板  kitchen-DAI
大阪市浪速区 ビストロスミレ
大阪市浪速区 えん
大阪市浪速区 沖縄食堂てぃんがーら
大阪市浪速区 全包
大阪市浪速区 MINORITY in THUNDERBAR
大阪市浪速区 夜喫茶といろ
大阪市浪速区 大阪大勝軒日本橋店
大阪市西淀川区 お好み焼き金太郎
大阪市西淀川区 焼肉工房つるまさ
大阪市西淀川区 紡麦
大阪市西淀川区 立呑 あな
大阪市西淀川区 コーヒーハウスギザ
大阪市西淀川区 健康和食あらき
大阪市西淀川区 洋食屋 甲
大阪市西淀川区 エバーズ
大阪市西淀川区 カラオケスタジオコスモス
大阪市西淀川区 まつ元
大阪市西淀川区 居酒屋ｓｏｎｓｏｎ
大阪市西淀川区 焼肉コッペギ
大阪市西淀川区 いさりび
大阪市西淀川区 鳥善
大阪市西淀川区 中国料理かなめ
大阪市西淀川区 トト・サルヴァトーレ
大阪市西淀川区 秋田酒店
大阪市西淀川区 酒楽 とんぼ小寺
大阪市西淀川区 カフェバーこり巣の木
大阪市西淀川区 冨士屋食堂
大阪市西淀川区 喫茶蘭
大阪市西淀川区 三国志
大阪市西淀川区 焼く鳥 射場本
大阪市西淀川区 和歌
大阪市西淀川区 笑
大阪市西淀川区 焼肉もりと
大阪市西淀川区 いざかや とと
大阪市西淀川区 創作ダイニングTamiya
大阪市西淀川区 カマタ商店
大阪市西淀川区 居酒屋九庵
大阪市西淀川区 てん
大阪市西淀川区 TKG
大阪市西淀川区 お食事処 つゆ草
大阪市西淀川区 株式会社蔭山
大阪市西淀川区 鳥善
大阪市西淀川区 福島上等カレー 塚本店
大阪市西淀川区 ラウンジオオギ
大阪市西淀川区 居酒屋マポ
大阪市西淀川区 Oct-Bal
大阪市西淀川区 すし正
大阪市西淀川区 すみか亭
大阪市西淀川区 桃太郎
大阪市西淀川区 手作り料理えい八
大阪市西淀川区 つきあかり
大阪市西淀川区 中華茶屋
大阪市西淀川区 日本酒バルいぶき
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大阪市西淀川区 カラオケ舞
大阪市西淀川区 びすとろ やま亭
大阪市西淀川区 スナックバッカス
大阪市西淀川区 たけちゃん
大阪市西淀川区 廣島
大阪市西淀川区 Restaurant maruhati
大阪市西淀川区 Ｃｈｅｒｉ
大阪市西淀川区 AANZ HALAL MARKET&CAFE
大阪市西淀川区 カフェレストラン ヴィラージュ
大阪市西淀川区 笑う門には麵来たる
大阪市西淀川区 山海炉ばた 龍馬
大阪市西淀川区 足跡
大阪市西淀川区 ＲｅＣｌｕｂ
大阪市西淀川区 スナック 詩苑
大阪市西淀川区 酒処 あき
大阪市西淀川区 Bar 蛸
大阪市西淀川区 インドレストラン ジャムナ
大阪市西淀川区 レッドフック
大阪市西淀川区 喫茶 藤
大阪市西淀川区 カラオケバー モグラ
大阪市西淀川区 MK
大阪市西淀川区 インド・ネパール料理ディプソン
大阪市西淀川区 姫島百番
大阪市西淀川区 キャンディ
大阪市東淀川区 スナック ツースリー
大阪市東淀川区 福楼
大阪市東淀川区 いざかやかつべー
大阪市東淀川区 若水
大阪市東淀川区 花まる
大阪市東淀川区 エイト
大阪市東淀川区 韓一
大阪市東淀川区 インド・ネパール料理 KANCHAN
大阪市東淀川区 大衆中華料理 春陽
大阪市東淀川区 Club Lilly
大阪市東淀川区 お食事処八幸
大阪市東淀川区 食 いらっしゃいませ
大阪市東淀川区 きらら
大阪市東淀川区 LE.SANA
大阪市東淀川区 パリジャン
大阪市東淀川区 ファウンテン
大阪市東淀川区 橘
大阪市東淀川区 お好み焼き 耀月
大阪市東淀川区 居酒屋こづち
大阪市東淀川区 スナック ん
大阪市東淀川区 小味処 吉野
大阪市東淀川区 ふるさと
大阪市東淀川区 百々花
大阪市東淀川区 祥隆
大阪市東淀川区 さくら
大阪市東淀川区 居酒屋 ゆうな
大阪市東淀川区 まごころや
大阪市東淀川区 居酒屋りんてん
大阪市東淀川区 カラオケ喫茶ＲＩＮＡ
大阪市東淀川区 寿司哲
大阪市東淀川区 La.Bell
大阪市東淀川区 スナック加代
大阪市東淀川区 ちよ

26 / 136 ページ



市町村名 施設名称

※この一覧は、お申し出いただいた皆様であり、支給が決定された一覧ではありませんのでご留意ください。
                  （この一覧の情報は、申請書の記載内容に基づいています。）                   【順不同】

ご協力のお申し出をいただきました施設の一覧（令和3年11月22日公表分）

大阪市東淀川区 sefety zone
大阪市東淀川区 ベル
大阪市東淀川区 むっちゃん
大阪市東淀川区 喫茶カラオケしぃちゃん
大阪市東淀川区 お食事処 蓮
大阪市東淀川区 千成寿司
大阪市東淀川区 ノアール
大阪市東淀川区 可門
大阪市東淀川区 珈琲専門店 三番館 新大阪店
大阪市東淀川区 二代目ぼん太
大阪市東淀川区 杏
大阪市東淀川区 すなっく Ａｍｉｅ
大阪市東淀川区 Ｎ．Ｙ．ＣクラゲＢＡＲ
大阪市東淀川区 なべ・一品料理かわもと
大阪市東淀川区 居酒屋ゆみ
大阪市東淀川区 お食事処 まるつ
大阪市東淀川区 ひの屋
大阪市東淀川区 彩食料理 游膳
大阪市東淀川区 ひまわり
大阪市東淀川区 ひでよし
大阪市東淀川区 メロウトーン
大阪市東淀川区 喫茶501
大阪市東淀川区 姫ちゃん
大阪市東淀川区 喫茶らん
大阪市東淀川区 焼いたり揚げたり
大阪市東淀川区 matayoshiya
大阪市東淀川区 博多とんこつ天神旗
大阪市東淀川区 わが家 上新庄店
大阪市東淀川区 食堂大学
大阪市東淀川区 M'sbar
大阪市東淀川区 スパゲティー処いとや
大阪市東淀川区 スナックプレゴ
大阪市東淀川区 カラオケ おうち
大阪市東淀川区 bar439
大阪市東淀川区 喫茶PON
大阪市東淀川区 チャンピオン上新庄店
大阪市東淀川区 焼肉マダン
大阪市東淀川区 淡路バル はちみつ食堂
大阪市東淀川区 たか兵衛
大阪市東淀川区 五誓・極
大阪市東淀川区 江南
大阪市東淀川区 焼きとり司
大阪市東淀川区 リカーショップかすがやちょっと一杯
大阪市東淀川区 KUCHE
大阪市東淀川区 丹野商店
大阪市東淀川区 お好み焼き 狼煙
大阪市東淀川区 やきとり大吉東中島店
大阪市東淀川区 アン・ドウ・トロワー
大阪市東淀川区 いっぷくや
大阪市東淀川区 創作キッチンコトコト
大阪市東淀川区 窯出しうどん一心
大阪市東淀川区 上新飯店
大阪市東淀川区 cafe & Bar Win
大阪市東淀川区 お好み焼き 双月
大阪市東淀川区 寿司処 坊主
大阪市東淀川区 カラオケスポット ビクトリー
大阪市東淀川区 しろがね
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大阪市東淀川区 炉ばた焼 金太郎
大阪市東淀川区 大まる
大阪市東淀川区 まんまる屋
大阪市東淀川区 BAR IRIE  LIFE
大阪市東淀川区 きらく
大阪市東淀川区 炭焼酒場 海人
大阪市東淀川区 美海 ChuRa
大阪市東淀川区 瀧
大阪市東淀川区 お好み焼き はなまる
大阪市東淀川区 いづつ
大阪市東淀川区 たこ焼きbar Nattaco
大阪市東淀川区 一文銭
大阪市東淀川区 コナえもん
大阪市東淀川区 いっこや
大阪市東淀川区 居酒屋 宮古
大阪市東淀川区 幸
大阪市東淀川区 SAKE WORKS GAKU
大阪市東淀川区 酒家さくさく
大阪市東淀川区 居酒屋 ケンちゃん
大阪市東淀川区 funny
大阪市東淀川区 BROTHER
大阪市東淀川区 手打ちうどん 喜楽苑
大阪市東淀川区 ラーメン村西家
大阪市東淀川区 辛口Lab.
大阪市東淀川区 snack WALK
大阪市東淀川区 クィーン
大阪市東淀川区 Cafe Sabay
大阪市東淀川区 天狗庵
大阪市東淀川区 PLATON
大阪市東淀川区 チョップスティックステーキ肉や
大阪市東淀川区 ナマステ カフェ
大阪市東淀川区 健康豚焼肉 豚元
大阪市東淀川区 下町スタイル 麺・丼・定
大阪市東淀川区 大衆食堂サニーコメル
大阪市東淀川区 繁鮨
大阪市東淀川区 蕾
大阪市東淀川区 のびる屋
大阪市東淀川区 亜理亜恵 相川店
大阪市東淀川区 たけちゃん
大阪市東淀川区 Bar Two hands
大阪市東淀川区 本格からあげ専門店とりあい上新庄店
大阪市東淀川区 播州
大阪市東淀川区 次玄
大阪市東淀川区 鶏と串かつ とりよし
大阪市東淀川区 お多福食堂
大阪市東淀川区 まかない屋
大阪市東淀川区 松屋 淡路店
大阪市東淀川区 めん処つやみ
大阪市東淀川区 キッチンテン
大阪市東淀川区 ジャドール
大阪市東淀川区 上新庄酒場
大阪市東淀川区 鳥小屋
大阪市東淀川区 ひさご
大阪市東淀川区 串かつ居酒屋 はじけ家
大阪市東淀川区 もんちゃま  
大阪市東淀川区 のり友
大阪市東淀川区 生餃子製作所 万福
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大阪市東淀川区 ミスタードーナツ上新庄駅前ショップ
大阪市東淀川区 テッパンギンズ
大阪市東淀川区 千代村
大阪市東淀川区 かざん
大阪市東淀川区 割烹 次元
大阪市東淀川区 お好み焼きでんでん
大阪市東淀川区 +44 cafe
大阪市東淀川区 COFFEE BEANS WORK
大阪市東淀川区 居酒屋輪
大阪市東淀川区 酒処酒楽
大阪市東淀川区 柊il-gradino
大阪市東淀川区 家庭料理の店おおきに
大阪市東淀川区 二代目とぅりゃんせ
大阪市東淀川区 世界が麺で満ちる時
大阪市東淀川区 吉田屋
大阪市東淀川区 開花亭
大阪市東淀川区 谷川商店
大阪市東淀川区 お好み焼き涼風
大阪市東淀川区 スウィングシング
大阪市東淀川区 Haru haru
大阪市東淀川区 斎木
大阪市東淀川区 笑いくじら
大阪市東淀川区 焼肉元気屋
大阪市東淀川区 焼肉 とらじ
大阪市東淀川区 ダリア
大阪市東淀川区 いか柳東淀川瑞光店
大阪市東淀川区 口八丁
大阪市東淀川区 笑福とおるちゃん
大阪市東淀川区 オフラインサロン ずぼら茶話会 カノンコード
大阪市東淀川区 食べ呑み処 花
大阪市東淀川区 まとや
大阪市東淀川区 天割烹そば はるな
大阪市東淀川区 子狸
大阪市東淀川区 カラオケ 愛
大阪市東淀川区 六文銭
大阪市東淀川区 ちか
大阪市東淀川区 かをる
大阪市東淀川区 スナック美花
大阪市東淀川区 GB'S CAFE AREA3
大阪市東淀川区 ホルモンぶりすけ淡路店
大阪市東成区 お好み焼き 千寿
大阪市東成区 世起そば
大阪市東成区 鉄板ダイニング だらけ
大阪市東成区 GARBO
大阪市東成区 お食事処い
大阪市東成区 金の玉子
大阪市東成区 広島焼 大ちゃん
大阪市東成区 スナックChouChouシュシュ
大阪市東成区 やきとり こうちゃん
大阪市東成区 アンク
大阪市東成区 海鮮美酒しゅう
大阪市東成区 BAR Room DannyTee
大阪市東成区 スナックOne
大阪市東成区 オモニ美道
大阪市東成区 宝夢蘭
大阪市東成区 創肴家 ちきゅう岬
大阪市東成区 ｃａｆｅ Ｔｉｆｆａｎｙ
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大阪市東成区 中華料理千勝亭
大阪市東成区 和彩酒処伊織
大阪市東成区 炭火やきとり銀星
大阪市東成区 ふりーじぁ
大阪市東成区 金杏奈の手作りキムチ
大阪市東成区 池田屋
大阪市東成区 喫茶Usagi
大阪市東成区 大成屋
大阪市東成区 森樹
大阪市東成区 肴 やす井
大阪市東成区 餃子専門店 味力亭 鶴橋
大阪市東成区 フンブとノルブ
大阪市東成区 炭火焼肉 １．６１８
大阪市東成区 旨い料理 旨い酒 じょうじ
大阪市東成区 千翔
大阪市東成区 Full House
大阪市東成区 鮨よしたけ
大阪市東成区 麺家 秋道
大阪市東成区 中華料理 幸太楼
大阪市東成区 インドネパール料理GANESHA
大阪市東成区 明日香
大阪市東成区 百円屋
大阪市東成区 グラシアス（ＧＲＡＣＩＡＳ）
大阪市東成区 すし鶴新深江店
大阪市東成区 居酒屋ぱぴぷぺぽ
大阪市東成区 和・韓創作料理 大花
大阪市東成区 イザカヤダンラン
大阪市東成区 焼肉TenTen
大阪市東成区 和牛処なかざき
大阪市東成区 鶏と和とお酒まいまい
大阪市東成区 焼匠神田
大阪市東成区 カレーハウスＴ＆Ａプラス
大阪市東成区 魚庭（なにわ）
大阪市東成区 Cafe Perche 
大阪市東成区 ふぐ料理やまいち
大阪市東成区 酒の穴かちくり屋
大阪市東成区 ルディ
大阪市東成区 あん
大阪市東成区 居酒屋さくら
大阪市東成区 クラフトカフェ今里
大阪市東成区 スナック眞理
大阪市東成区 ヴィアンデリア
大阪市東成区 カフェこだま
大阪市東成区 笑わっは
大阪市東成区 中国酒家 燈 ～AKARI～
大阪市東成区 咲咲
大阪市東成区 ひらの
大阪市東成区 炭火焼鳥＆小皿中華 凡龍
大阪市東成区 串焼 串力
大阪市東成区 道西安
大阪市東成区 ビーバー
大阪市東成区 中国小皿料理 彩七 今里店
大阪市東成区 喫茶うさぎ
大阪市東成区 大富士
大阪市東成区 鳥頭サブロー
大阪市東成区 BAR NINEMILES
大阪市東成区 珈琲館森ノ宮店
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大阪市東成区 辻
大阪市東成区 焼肉 南月
大阪市東成区 fresh dining 木の芽
大阪市東成区 焼肉ホルモン まる田
大阪市東成区 居酒屋 豊鈴
大阪市東成区 やまだん家
大阪市東成区 株式会社ケントハウス
大阪市東成区 焼肉やまいち
大阪市東成区 創作居酒屋 漣
大阪市東成区 Only One
大阪市東成区 ３５８
大阪市東成区 中華アジアンバル玉造夜市
大阪市東成区 酒 to curry アーチル
大阪市東成区 鍋屋ねぷ
大阪市東成区 ALL REI
大阪市東成区 凛花
大阪市東成区 焼き鳥のさくら 今里店
大阪市東成区 福々亭
大阪市東成区 星の家
大阪市東成区 田村
大阪市東成区 ひっぱらん
大阪市東成区 居酒屋やすきよ
大阪市東成区 キムチの大盛屋
大阪市東成区 マルカツ
大阪市東成区 今里酒場 うだ家
大阪市東成区 串カツおいでおいで
大阪市東成区 スタンド緑橋
大阪市東成区 マーガレット
大阪市東成区 なみは家
大阪市東成区 AIR
大阪市東成区 ふぐかに処 心福
大阪市東成区 maniaco
大阪市東成区 フリーバル橋もと
大阪市東成区 居酒屋大御所
大阪市東成区 よしまん
大阪市東成区 Ａｌｏａｌｏ
大阪市東成区 麦蔵
大阪市東成区 アル、イクシール BAR al-iksir
大阪市東成区 Ｌａｒｋ
大阪市東成区 天野屋
大阪市東成区 クローバー
大阪市東成区 やまや
大阪市東成区 スナックまえだ
大阪市東成区 旬菜ダイニングＣＯＳＹ
大阪市東成区 二刀流
大阪市東成区 穴場酒家おっち
大阪市東成区 ヨコワ
大阪市東成区 串カツ気合
大阪市東成区 立呑み処 晴
大阪市東成区 居酒屋３５５
大阪市東成区 花ちょうちん
大阪市東成区 手打ちのそばや 狐狸乃里
大阪市東成区 ゆうゆう深江橋店
大阪市生野区 デチョルはペゴパ
大阪市生野区 三文アートcafeそらのまめ
大阪市生野区 骨里香熟食店
大阪市生野区 やきと岩﨑笑店

31 / 136 ページ



市町村名 施設名称

※この一覧は、お申し出いただいた皆様であり、支給が決定された一覧ではありませんのでご留意ください。
                  （この一覧の情報は、申請書の記載内容に基づいています。）                   【順不同】

ご協力のお申し出をいただきました施設の一覧（令和3年11月22日公表分）

大阪市生野区 えり
大阪市生野区 大池橋 松寿司
大阪市生野区 楠商店立ち飲み処(楠酒店)
大阪市生野区 株式会社レストランパコダ
大阪市生野区 ヴィラージュ
大阪市生野区 花丸軒
大阪市生野区 Dining ごぼう畑
大阪市生野区 123kpopcafe
大阪市生野区 焼鳥及かわ
大阪市生野区 麺や福はら
大阪市生野区 角や
大阪市生野区 阿波弁慶
大阪市生野区 One-Ju
大阪市生野区 みどり ダンスホール
大阪市生野区 サラン
大阪市生野区 ワンモア
大阪市生野区 麗
大阪市生野区 青春萬
大阪市生野区 お好み焼き だるま
大阪市生野区 喫茶 喜仙（㐂仙）
大阪市生野区 锡紙海鲜烤吧 
大阪市生野区 辰杏珠コリアタウン店
大阪市生野区 望湘楼今里店
大阪市生野区 まつもと
大阪市生野区 焼鳥屋 良風
大阪市生野区 蛸虎
大阪市生野区 チョアヨ
大阪市生野区 夢心家
大阪市生野区 よってこ
大阪市生野区 喰い呑み処 とにかく
大阪市生野区 呑処すぎはら
大阪市生野区 ビール工房808
大阪市生野区 Bar  Pirata
大阪市生野区 王様が愛したカルビ
大阪市生野区 おいそ
大阪市生野区 和
大阪市生野区 桃谷 てんぐ
大阪市生野区 Oooze
大阪市生野区 青春米ホットドッグ
大阪市生野区 HI!CHEESE
大阪市生野区 はるはる
大阪市生野区 鶴橋 粉KONA
大阪市生野区 味豊旬
大阪市生野区 おでん食堂 藤原
大阪市生野区 普門
大阪市生野区 QUAN ONG NHAT
大阪市生野区 串かつ居酒屋あずまや
大阪市生野区 韓国居酒屋よし
大阪市生野区 カラオケ アリラン
大阪市生野区 しっぽ
大阪市生野区 ぷらっとtakoyaki
大阪市生野区 お好み焼 ねぎ大郎
大阪市生野区 cafe ato
大阪市生野区 きっさ 茶異夢
大阪市生野区 つみきや
大阪市生野区 漢松
大阪市生野区 月美
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大阪市生野区 喫茶イーストふらふら
大阪市生野区 リーカラオケ
大阪市生野区 鮨えびす
大阪市生野区 カラオケ倶楽部グランパ
大阪市生野区 めん処つるつる亭
大阪市生野区 双子家
大阪市生野区 中華料理大廣
大阪市生野区 choact
大阪市生野区 まいどッ
大阪市生野区 今里＇Ｓキッチンもりた家
大阪市生野区 ほし（星）
大阪市生野区 てっちゃん
大阪市生野区 町家ヌーベルシノア銀乃皿
大阪市生野区 ちゃちゃ
大阪市生野区 カラオケ朱雀
大阪市生野区 Ｊ
大阪市生野区 とりとり亭
大阪市生野区 笑顔の豚
大阪市生野区 Restaurantcafe orb
大阪市生野区 黍だんご
大阪市生野区 ニュー姫
大阪市生野区 Home Bar Zinc
大阪市生野区 アリランショクドウ
大阪市生野区 うみどり食堂
大阪市生野区 海の家 紀ノ国屋
大阪市生野区 鉄板酒家 縁
大阪市生野区 巽
大阪市生野区 串かつ うおてる桃谷店
大阪市生野区 Ｒｅｖｅ
大阪市生野区 コンヌンタッカンマリ
大阪市生野区 遊覧船
大阪市生野区 まことや 誠寿司
大阪市生野区 なんぞ屋
大阪市生野区 丸太屋
大阪市生野区 大熊猫堂
大阪市生野区 居酒屋ＭＯＲＩＫＩ 
大阪市生野区 フロントキッチン
大阪市生野区 大龍飯店
大阪市生野区 新豊年
大阪市生野区 一里
大阪市生野区 ミチンデジ
大阪市生野区 居酒屋小梅
大阪市生野区 居酒屋ひろっちゃん
大阪市生野区 シクレット
大阪市生野区 A1
大阪市生野区 大阪肉そば春一番
大阪市生野区 とりなべ亭 北巽店
大阪市生野区 おばんざい塩崎
大阪市生野区 ミュージックCafeレモン
大阪市生野区 AFRo OSAKA
大阪市生野区 カラオケ ウエスタン
大阪市生野区 味園
大阪市生野区 富ちゃん
大阪市生野区 焼き肉レストラン三恵北巽
大阪市生野区 JOE MAD SPECIAL
大阪市生野区 ROSE   SOUL
大阪市生野区 サッポロラーメン
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大阪市生野区 鉄板焼きMUDDY
大阪市生野区 名古屋コーチン鶏壱
大阪市生野区 阿寸可
大阪市生野区 Blue
大阪市生野区 ひよっこ
大阪市生野区 たけひと
大阪市生野区 今里名水
大阪市生野区 居酒屋なお
大阪市生野区 eva
大阪市生野区 ヒダリマキ
大阪市生野区 Hiro's Cafe
大阪市生野区 花かご
大阪市生野区 F-STYLE FINE 
大阪市生野区 ぐぅぐぅガロス
大阪市生野区 めん処マサムネ屋生野店
大阪市生野区 鶏屋将軍
大阪市生野区 龍園
大阪市生野区 HIPPO Hostel & Cafe Bar
大阪市生野区 カラオケスタジオ和
大阪市生野区 喫茶アポロ
大阪市生野区 まきや
大阪市生野区 Ella Gimbap
大阪市生野区 DE MARCHA
大阪市生野区 旬菜居酒屋 芽ん味
大阪市生野区 らーめん砦寺田町店
大阪市生野区 百歳時代
大阪市生野区 韓国風鉄板焼 串焼き ひまわり
大阪市生野区 セルフィッシュ
大阪市生野区 くいしんぼう
大阪市生野区 イザカヤタカシ
大阪市生野区 寿し吉
大阪市生野区 さくら通り
大阪市生野区 ダイニングバー秀
大阪市生野区 福酒幕
大阪市生野区 スター
大阪市生野区 グリーン
大阪市生野区 とん豚
大阪市生野区 PORCO
大阪市旭区 RENAISSANCE・CLASSIC  MUSIC CAFE,  MUSICARION
大阪市旭区 割烹 安さん
大阪市旭区 炭火焼肉きただ
大阪市旭区 ワインと炭焼き fusione
大阪市旭区 カフェアンドダイニング ことぶき
大阪市旭区 パブ ふぁに～
大阪市旭区 BonBon
大阪市旭区 vivienne
大阪市旭区 lojjycafe
大阪市旭区 お好み焼き・鉄板焼き・まるき
大阪市旭区 KaNaTa
大阪市旭区 伊吹
大阪市旭区 まるとく
大阪市旭区 Putijoyinonoff
大阪市旭区 Den
大阪市旭区 minimum
大阪市旭区 ヴィオレット
大阪市旭区 角屋
大阪市旭区 千いち屋
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大阪市旭区 インド料理カフェ ザイカ
大阪市旭区 大一そば 千林店
大阪市旭区 感謝屋
大阪市旭区 井原
大阪市旭区 栄華飯店
大阪市旭区 ビストロB.O.F
大阪市旭区 焼肉処 一吉
大阪市旭区 そば処 ます枝
大阪市旭区 居酒屋はるき
大阪市旭区 中華料理 太閤
大阪市旭区 鳳来
大阪市旭区 とんちんかん
大阪市旭区 ニュー大関
大阪市旭区 揚子江ラーメン高殿店
大阪市旭区 ノヴァーレ
大阪市旭区 やまよし
大阪市旭区 韓菜和牛コリアハウス
大阪市旭区 だんらんずばー
大阪市旭区 やきとり一番高殿店
大阪市旭区 楽酒処 彩楓～かえで～
大阪市旭区 吉鳥大宮店
大阪市旭区 きまぐれ家
大阪市旭区 スナック マリモ
大阪市旭区 歌謡ステージ麗
大阪市旭区 Pine_tree
大阪市旭区 にかい屋
大阪市旭区 BAR SCARLETT
大阪市旭区 らー麺大勝
大阪市旭区 おたまじゃくし
大阪市旭区 蔵十
大阪市旭区 喜さ遊
大阪市旭区 元
大阪市旭区 風の街千林店
大阪市旭区 スナック絲
大阪市旭区 居酒屋 壽香
大阪市旭区 フレンド
大阪市旭区 旭軒
大阪市旭区 居酒屋 おーでる
大阪市旭区 コーヒーショップルポ
大阪市旭区 丼丼亭千林商店街店
大阪市旭区 ムービングブルー
大阪市旭区 居酒屋 香の華
大阪市旭区 はやし食堂
大阪市旭区 居酒屋七味
大阪市旭区 スナック優
大阪市旭区 お好み焼 鉄板焼 よってこや
大阪市旭区 ネパールインド家庭料理クンティカ
大阪市旭区 ビバスタ
大阪市旭区 ほろめき
大阪市旭区 立ち呑みちょぼ
大阪市旭区 Darts&CafeBar心選組
大阪市旭区 大坂風月株式会社
大阪市旭区 秀楽極み
大阪市旭区 創作串揚げ和奈
大阪市旭区 ご飯とお酒 はらぺこ屋
大阪市旭区 創作居酒屋ふぃーるど
大阪市旭区 まさ家
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大阪市旭区 得一
大阪市旭区 魚河岸 ふじ乃や
大阪市旭区 cafe &bar  yahruu
大阪市旭区 瑞祥苑
大阪市旭区 ラルーナ
大阪市旭区 徳永酒店
大阪市旭区 竹の家
大阪市旭区 喫茶メイト
大阪市旭区 カラオケステージヒット
大阪市旭区 広島府中焼き鉄板居酒屋もみじ
大阪市城東区 風来坊
大阪市城東区 カサブランカ
大阪市城東区 ふる里
大阪市城東区 もも家本店
大阪市城東区 九州かしわや関目店
大阪市城東区 きまぐれ
大阪市城東区 鮮矢
大阪市城東区 我が家
大阪市城東区 つぼ蛸
大阪市城東区 Bar d'or
大阪市城東区 たこ焼き・丈
大阪市城東区 呑処 太閤
大阪市城東区 たじま屋
大阪市城東区 Ooops
大阪市城東区 Monkey-Kitchen
大阪市城東区 13Diner
大阪市城東区 居酒屋山ちゃん
大阪市城東区 京橋 新市
大阪市城東区 はまとも
大阪市城東区 お好み焼きしゃくぞう
大阪市城東区 菜海
大阪市城東区 成龍軒
大阪市城東区 たこ焼き八ぽん
大阪市城東区 おうち料理 樹香
大阪市城東区 愛心菜館
大阪市城東区 第一旭ラーメン
大阪市城東区 SUNSHADE SUMMER SET
大阪市城東区 華翔
大阪市城東区 豚々
大阪市城東区 iisole
大阪市城東区 天真留
大阪市城東区 車寿し
大阪市城東区 笑月
大阪市城東区 炭火焼肉かよう亭
大阪市城東区 居酒屋もりちゃん
大阪市城東区 ドリル食堂
大阪市城東区 ワッフルカフェ プルミエ
大阪市城東区 和み家
大阪市城東区 水加美
大阪市城東区 cafe utakata
大阪市城東区 フォルテ
大阪市城東区 折鶴亭
大阪市城東区 cache-cache
大阪市城東区 ニコラス喫茶店
大阪市城東区 呑み家臼
大阪市城東区 日本料理蒲生庵草薙
大阪市城東区 味工房 shoku
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大阪市城東区 インド料理レストラン RANI
大阪市城東区 備長炭焼鳥ちっち
大阪市城東区 花菱
大阪市城東区 八丁堀
大阪市城東区 NICOtt bar
大阪市城東区 魚とごはん喜六
大阪市城東区 畑
大阪市城東区 インド料理レストラン JAY
大阪市城東区 中華そばひのき屋
大阪市城東区 うどん一番
大阪市城東区 泳ぎふぐ専門ふぐ吉
大阪市城東区 串かつ元気屋
大阪市城東区 羽二羽
大阪市城東区 栄華飯店
大阪市城東区 スナックＡz
大阪市城東区 焼とん 京橋 バビアン
大阪市城東区 蛸焼き炭火満家
大阪市城東区 barあんさんぶる
大阪市城東区 炭火焼鶏みむら
大阪市城東区 志保
大阪市城東区 OBLIQUE
大阪市城東区 ポコアポコ
大阪市城東区 やきとり笑家
大阪市城東区 たこ焼き居酒屋 空と凜
大阪市城東区 喜界島
大阪市城東区 駄菓子の扇屋
大阪市城東区 SKYLOVE
大阪市城東区 かっきん
大阪市城東区 多良福食堂
大阪市城東区 鮨知春
大阪市城東区 EVENT DINING BAR MORUDELIC
大阪市城東区 銀ずし
大阪市城東区 古市飯店
大阪市城東区 Tomo's Bar
大阪市城東区 鶏爛漫 関目店
大阪市城東区 gusto
大阪市城東区 創作洋食Ohmuraイス
大阪市城東区 焼肉亀や
大阪市城東区 真心旬香 色
大阪市城東区 串焼鳥まほろば
大阪市城東区 ビリヤード＆ダーツSUN
大阪市城東区 達鮨
大阪市城東区 ごはんやうらら
大阪市城東区 Bar順子
大阪市城東区 味力亭
大阪市城東区 La Pentola
大阪市城東区 和
大阪市城東区 ナイン
大阪市城東区 僕の店
大阪市城東区 おばんざいdiningあんちゃん
大阪市城東区 お好み焼 せっちゃん
大阪市城東区 食事処 藍の花
大阪市城東区 シャルマン
大阪市城東区 RossoRosso
大阪市城東区 京橋いなすい
大阪市城東区 肉食堂もぐ
大阪市城東区 お好み焼き萬
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大阪市城東区 おばんざい居酒屋 ゆうげん
大阪市城東区 居酒屋ともちゃん
大阪市城東区 炭火串焼あおい鶏
大阪市城東区 おうちカフェ
大阪市城東区 unknown(アンノウン)
大阪市城東区 蛸福神 今福店
大阪市城東区 居酒屋 喰いしん坊
大阪市城東区 酒とめし 真剣
大阪市城東区 お好み焼まぁーる
大阪市城東区 お好み屋
大阪市城東区 炭火焼居酒屋とりきち
大阪市城東区 BACKSTREET COFFEE
大阪市城東区 大福
大阪市阿倍野区 ビアンシュール
大阪市阿倍野区 美ら鍋赤瓦
大阪市阿倍野区 すし辰
大阪市阿倍野区 カラオケステージ VOICE ONE
大阪市阿倍野区 和風料理 山
大阪市阿倍野区 鶏白湯らーめん自由が丘蔭山 あべのキューズモール店
大阪市阿倍野区 TEPPAN keyJACK
大阪市阿倍野区 メンバーズかれん
大阪市阿倍野区 洋食とステーキ健
大阪市阿倍野区 おまねき商店
大阪市阿倍野区 ワイン食堂 羊の家 a la vantose
大阪市阿倍野区 coffee house 再会
大阪市阿倍野区 ファイブスター
大阪市阿倍野区 居酒屋冨貴
大阪市阿倍野区 おでん屋 ての平
大阪市阿倍野区 喫茶 スナック チロリン村
大阪市阿倍野区 キッチンまえだ
大阪市阿倍野区 焼き鳥 居酒屋 吉鳥昭和町店
大阪市阿倍野区 立ち呑み酒場さとちゃん
大阪市阿倍野区 カラオケ喫茶 若草
大阪市阿倍野区 スナック姫
大阪市阿倍野区 三吉
大阪市阿倍野区 BAR MY WAY
大阪市阿倍野区 オネスティ
大阪市阿倍野区 BAR M
大阪市阿倍野区 焼肉一
大阪市阿倍野区 TEA LAB
大阪市阿倍野区 酒肆バグパイプ
大阪市阿倍野区 たこ焼きやしき
大阪市阿倍野区 Cafe*Pu-rin
大阪市阿倍野区 わこ
大阪市阿倍野区 オオサカ堂
大阪市阿倍野区 立酔あおき
大阪市阿倍野区 十枡
大阪市阿倍野区 スナック花田
大阪市阿倍野区 SNACK BAR 7-NANA-
大阪市阿倍野区 加賀味
大阪市阿倍野区 ゆき
大阪市阿倍野区 めん処 しかだ
大阪市阿倍野区 千番
大阪市阿倍野区 とり料理居酒屋ふぁみりー
大阪市阿倍野区 焼肉どら
大阪市阿倍野区 こふく
大阪市阿倍野区 仲哉（なかや）
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大阪市阿倍野区 串ぼうず
大阪市阿倍野区 洋食ふきのとう
大阪市阿倍野区 日柄鮨
大阪市阿倍野区 陽気
大阪市阿倍野区 酔鳥味鳥
大阪市阿倍野区 竹とんぼ
大阪市阿倍野区 紀州備長炭がむしゃら
大阪市阿倍野区 fatto
大阪市阿倍野区 雲海
大阪市阿倍野区 中国料理 大新
大阪市阿倍野区 とちの木
大阪市阿倍野区 アールツー
大阪市阿倍野区 松すし家族亭
大阪市阿倍野区 スナック衣肖
大阪市阿倍野区 石家餃子店
大阪市阿倍野区 熟成麺屋 神来 阿倍野店
大阪市阿倍野区 居酒屋粋
大阪市阿倍野区 美吉野
大阪市阿倍野区 カウンタースナックHARU
大阪市阿倍野区 お好み焼き はやし
大阪市阿倍野区 鉄板居酒屋Ryutaro44
大阪市阿倍野区 BAR LOBO
大阪市阿倍野区 クッチーナ サイトウ
大阪市阿倍野区 りとるきっちん
大阪市阿倍野区 Mad Cat Hostel Osaka & Bar
大阪市阿倍野区 酒笑人
大阪市阿倍野区 洋食プリッチ
大阪市阿倍野区 酒家ふっしゃん
大阪市阿倍野区 鉄板ダイニングだいじゅ
大阪市阿倍野区 旬彩  旨魯
大阪市阿倍野区 Grace
大阪市阿倍野区 Bar Reepi
大阪市阿倍野区 イヅミVAN
大阪市阿倍野区 43
大阪市阿倍野区 さか市
大阪市阿倍野区 焼肉てんぐ
大阪市阿倍野区 喫茶とおりすぎてもいいんですか
大阪市阿倍野区 すし処髙松
大阪市阿倍野区 Little NutsDay
大阪市阿倍野区 炭火酒菜gnocchi
大阪市阿倍野区 エビス屋
大阪市阿倍野区 文の里松寿し
大阪市阿倍野区 うまからや
大阪市阿倍野区 COZY
大阪市阿倍野区 大和
大阪市阿倍野区 SHOT BAR ボナセーラ
大阪市阿倍野区 Bears Kitchen（ベアーズキッチン）
大阪市阿倍野区 焼肉亭 昌山亭
大阪市阿倍野区 ベトナムシンチャオ
大阪市阿倍野区 スパイス串居酒屋 酔
大阪市阿倍野区 PiEDRA
大阪市阿倍野区 Juke Joint
大阪市阿倍野区 創作串揚げ隼十
大阪市阿倍野区 立呑酒場HAJ IME
大阪市阿倍野区 橘屋
大阪市阿倍野区 BODEGA
大阪市阿倍野区 松寿司

39 / 136 ページ



市町村名 施設名称

※この一覧は、お申し出いただいた皆様であり、支給が決定された一覧ではありませんのでご留意ください。
                  （この一覧の情報は、申請書の記載内容に基づいています。）                   【順不同】

ご協力のお申し出をいただきました施設の一覧（令和3年11月22日公表分）

大阪市阿倍野区 串揚げ処つくし
大阪市阿倍野区 もちや
大阪市阿倍野区 カラオケスナックオリーブ
大阪市阿倍野区 焼肉たつみ
大阪市阿倍野区 昭和
大阪市阿倍野区 げん
大阪市阿倍野区 CAREFREE BAR Sao 
大阪市阿倍野区 bowl
大阪市阿倍野区 シェンプレ
大阪市阿倍野区 コミュニティ カフェ クラブ（C C.C)
大阪市阿倍野区 ビストロティアボ
大阪市阿倍野区 舞歌
大阪市阿倍野区 久富
大阪市阿倍野区 たこ焼ソース
大阪市阿倍野区 寿海
大阪市阿倍野区 スナック舞夢
大阪市阿倍野区 恵美寿屋
大阪市阿倍野区 BAR SAIL
大阪市阿倍野区 金沢カレーフォーシーズン・インデアン
大阪市阿倍野区 ガシパファミリー レストラン&BAR
大阪市阿倍野区 竹のや
大阪市阿倍野区 カラオケ扇
大阪市阿倍野区 ZIPPER
大阪市阿倍野区 酒処 丸政
大阪市阿倍野区 美章園一番
大阪市阿倍野区 発酵ルパン
大阪市阿倍野区 センナリヤフルーツパーラー あべのハルカスダイニング
大阪市阿倍野区 亭亭
大阪市阿倍野区 ORIGINAL  CHINESE  FOOD  AKA
大阪市阿倍野区 鳥貴族 昭和町駅前店
大阪市阿倍野区 焼き鳥かんたろう
大阪市阿倍野区 炭火焼鳥 つむぎ
大阪市阿倍野区 炭匠きしもと
大阪市阿倍野区 うさぎとぼく
大阪市阿倍野区 EAST
大阪市阿倍野区 寺田町 可真人
大阪市阿倍野区 ちゃぼ
大阪市阿倍野区 千里しゃぶちん あべのハルカスダイニング店
大阪市阿倍野区 サロン・ド・ケイ
大阪市阿倍野区 みん味んKitchen
大阪市阿倍野区 カラオケ喫茶チャンピオン
大阪市阿倍野区 aioi
大阪市阿倍野区 Bar
大阪市阿倍野区 Sunny
大阪市阿倍野区 みいこのまんま
大阪市阿倍野区 ふぐ料理まんぷく
大阪市阿倍野区 Wel
大阪市阿倍野区 天ぷら まつりや
大阪市阿倍野区 山長酒店
大阪市阿倍野区 やおきうどん
大阪市阿倍野区 大喜美章園すし
大阪市阿倍野区 安来家
大阪市住吉区 浪花屋 鳥造 杉本町店
大阪市住吉区 中国料理 味澤
大阪市住吉区 The Oasis Cafe
大阪市住吉区 辰丸
大阪市住吉区 5FIVE.
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大阪市住吉区 フレンチ食堂エスカルゴ
大阪市住吉区 韓菜焼肉双天
大阪市住吉区 Jump(和ダイニングージャンプ）
大阪市住吉区 Bistrot Epice
大阪市住吉区 スミビヂドリヤキエン
大阪市住吉区 立ち呑み RIRU
大阪市住吉区 ビゴット
大阪市住吉区 ANTICO
大阪市住吉区 Nest
大阪市住吉区 食堂WACCA
大阪市住吉区 あおがき
大阪市住吉区 スパイスの隠れ家
大阪市住吉区 迎日楽
大阪市住吉区 Ryochan
大阪市住吉区 風和里
大阪市住吉区 串かつひろ
大阪市住吉区 土佐料理 竜馬
大阪市住吉区 とまり木
大阪市住吉区 すし処 やす兵衛
大阪市住吉区 うぱさんのスパイスキッチン
大阪市住吉区 金魚
大阪市住吉区 カリから
大阪市住吉区 まるよし
大阪市住吉区 IZAKAYAにょきにょき
大阪市住吉区 家庭料理 こちぶ
大阪市住吉区 鹿児島酒場さぶろく
大阪市住吉区 山形牛焼肉うし昌
大阪市住吉区 酒場大旦那
大阪市住吉区 VERY
大阪市住吉区 広島焼き ののすけ
大阪市住吉区 黒船屋
大阪市住吉区 焼肉の口福屋
大阪市住吉区 インド料理レストランSURAJ 長居店
大阪市住吉区 得得うどんあびこ苅田店
大阪市住吉区 LIVEBAR Depo
大阪市住吉区 有限会社和田
大阪市住吉区 ピコバー
大阪市住吉区 カレーうどんたちばな
大阪市住吉区 得正あびこ店
大阪市住吉区 河島寿司
大阪市住吉区 居酒屋昭ちゃん
大阪市住吉区 あびんこ亭
大阪市住吉区 ぎんねこ
大阪市住吉区 焼き肉はやし源
大阪市住吉区 もんじゃ＆我孫子ワイン酒場西屋
大阪市住吉区 やきとり とり秀
大阪市住吉区 麺屋もず次郎
大阪市住吉区 ショットバー音蔵
大阪市住吉区 Y'z BAR
大阪市住吉区 蓬莱飯店
大阪市住吉区 餃子王（杜家）
大阪市住吉区 喫茶グルマン
大阪市住吉区 ニーズプラス
大阪市住吉区 味まほろば
大阪市住吉区 家庭料理美佳ん家
大阪市住吉区 居酒屋ゆかり
大阪市住吉区 焼肉レストラン げんや
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大阪市住吉区 金太郎
大阪市住吉区 旬彩酒場なごみ
大阪市住吉区 日々谷鳥こまち あびこ駅前店
大阪市住吉区 さかた家
大阪市住吉区 居酒屋漁助長居店
大阪市住吉区 まつ富久
大阪市住吉区 日本酒バル酒場からつや
大阪市住吉区 おかんの店
大阪市住吉区 クレープ バオバオ
大阪市住吉区 j-kitchen
大阪市住吉区 Riki×2
大阪市住吉区 居酒屋まつしま
大阪市住吉区 呑み処ロケット
大阪市住吉区 紀乃国屋マルナカ
大阪市住吉区 さくら屋
大阪市住吉区 たまりば遊旬
大阪市住吉区 マドレカフェ
大阪市住吉区 和食活鮮豊さん
大阪市住吉区 中華菜館小楽亭
大阪市住吉区 和洋ダイニングケイ
大阪市住吉区 スナックまんまみーあ
大阪市住吉区 BAR WILD ANGELS
大阪市住吉区 イタリア料理 ピヌーチョ
大阪市住吉区 すし処 誠
大阪市住吉区 中国飯店
大阪市住吉区 てっぱん食堂 小松家
大阪市住吉区 ソウル
大阪市住吉区 BAR Savepoint
大阪市住吉区 カラオケステージキッサフェスタ
大阪市住吉区 ビストロ トラッド
大阪市住吉区 一品料理たんたん
大阪市住吉区 お好み焼き てこ
大阪市住吉区 焼鳥ダイニング暁
大阪市住吉区 玉手館
大阪市住吉区 弁当のもりや
大阪市住吉区 さか菜と肴 すえもと
大阪市住吉区 とんとことん
大阪市住吉区 桂
大阪市住吉区 焼肉道場松ちゃん
大阪市住吉区 すぎ寿司
大阪市住吉区 寒ざらしそば 芦生
大阪市住吉区 丸萬本家
大阪市住吉区 Indian Restaurant Rasoi
大阪市住吉区 飛ん馬
大阪市住吉区 フレンチレストラン ア・ラ・ルーシュ
大阪市住吉区 鶴橋らーめん食堂鶴心
大阪市住吉区 rico
大阪市住吉区 お食事処 とくひろ
大阪市住吉区 韓国料理ソウル
大阪市住吉区 kitchen katakura
大阪市住吉区 里
大阪市住吉区 居酒屋雪國
大阪市住吉区 3.5coffee
大阪市住吉区 居酒屋園
大阪市住吉区 お好み焼きくる
大阪市住吉区 パブ１０１
大阪市住吉区 K2snow
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大阪市住吉区 きよ花
大阪市住吉区 Recover
大阪市住吉区 焼肉牛牛
大阪市住吉区 手打そば和
大阪市住吉区 味処ふじわら
大阪市住吉区 おかあさん
大阪市住吉区 炭火美酒処  ちょび
大阪市住吉区 居酒屋 おいでや
大阪市住吉区 居酒屋 とんがらし
大阪市住吉区 肉料理 幸之助
大阪市住吉区 居酒屋呑
大阪市住吉区 タコリバ住吉大社本店
大阪市住吉区 ビストロBar hana
大阪市住吉区 うまいもん家 大久
大阪市住吉区 炭のあかり松本
大阪市住吉区 トラットリアタケモト
大阪市住吉区 ＭＹ Ｈａｔｏ Ｃｕｉｓｉｎｅ
大阪市住吉区 Piko
大阪市住吉区 うぐいす
大阪市住吉区 中国小菜 双琉 -SOURYU-
大阪市住吉区 わいん酒場 SouRyu
大阪市住吉区 和光
大阪市住吉区 焼肉三茶
大阪市住吉区 青瓦台
大阪市住吉区 旨い肴の立呑屋みのちゃんの店
大阪市住吉区 OSAKA酒場あじひと
大阪市東住吉区 萬楽
大阪市東住吉区 仲村酒店
大阪市東住吉区 和芯
大阪市東住吉区 curry & cafe ROOTS
大阪市東住吉区 いもや食堂
大阪市東住吉区 立ち呑 香美
大阪市東住吉区 カラオケ30
大阪市東住吉区 のものも まどか
大阪市東住吉区 三国志
大阪市東住吉区 スナック南
大阪市東住吉区 だんだん
大阪市東住吉区 焼鳥専門店ぺぇ
大阪市東住吉区 カラオケスタジオだんご
大阪市東住吉区 お食事処ききょう
大阪市東住吉区 創作キッチンあんじゅ
大阪市東住吉区 BAR珈琲野郎
大阪市東住吉区 鮮魚Bar創'sstyle
大阪市東住吉区 MIYABI 雅
大阪市東住吉区 さんりんしゃ
大阪市東住吉区 沖縄料理 八重山
大阪市東住吉区 くいしんぼう
大阪市東住吉区 オラボッサ
大阪市東住吉区 焼鳥わいわい
大阪市東住吉区 Lien
大阪市東住吉区 kuu
大阪市東住吉区 アン
大阪市東住吉区 やえもん
大阪市東住吉区 はやっさんのワインにめがねぇんです
大阪市東住吉区 炭火焼肉 牛正
大阪市東住吉区 百千兆
大阪市東住吉区 太郎
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大阪市東住吉区 ロン・ロン
大阪市東住吉区 ぴかいち
大阪市東住吉区 家庭料理青葉城
大阪市東住吉区 唐揚げキッチンここはな
大阪市東住吉区 ゆかり
大阪市東住吉区 すとうぶ
大阪市東住吉区 飛
大阪市東住吉区 やきとり大吉湯里店
大阪市東住吉区 味喜屋
大阪市東住吉区 季節料理 希翔
大阪市東住吉区 Beer'sHouse and's
大阪市東住吉区 亜紀
大阪市東住吉区 ＭＯＭＯＨＡ
大阪市東住吉区 焼鳥おまっとう針中野店
大阪市東住吉区 鳥登美
大阪市東住吉区 富士茂
大阪市東住吉区 fudan
大阪市東住吉区 SPORTSBAR609
大阪市東住吉区 ルナロッサ
大阪市東住吉区 SHIERI
大阪市東住吉区 西成二代目にしかわや針中野店
大阪市東住吉区 丸稔まるとし
大阪市東住吉区 居酒屋かめや
大阪市東住吉区 麺屋 7.5Hz 東住吉店
大阪市東住吉区 桜八番
大阪市東住吉区 桜咲く
大阪市東住吉区 紅龍 本店
大阪市東住吉区 和酒屋 TAKATAKA
大阪市東住吉区 マドンナ
大阪市東住吉区 カラオケ喫茶 光
大阪市東住吉区 BonheurKitcen長居公園
大阪市東住吉区 居酒屋 三四郎
大阪市東住吉区 居酒屋ことぶき笑店
大阪市東住吉区 お好み焼ハウストマト
大阪市東住吉区 Ｊの空間
大阪市東住吉区 ふう太
大阪市東住吉区 すたんどカメレオン
大阪市東住吉区 おそめ
大阪市東住吉区 焼肉韓バリバリ
大阪市東住吉区 有限会社 田辺松ずし
大阪市東住吉区 とり奉行
大阪市東住吉区 サクラヒロバ
大阪市東住吉区 ちから
大阪市東住吉区 呑み処 波来
大阪市東住吉区 カラオケ喫茶むっちゃん
大阪市東住吉区 カラオケびっきり
大阪市東住吉区 のぼりや
大阪市東住吉区 カラオケスタジオ来夢
大阪市東住吉区 レストラン アルザス
大阪市東住吉区 駒川ホルモン
大阪市東住吉区 寿し太郎
大阪市東住吉区 弥平士
大阪市東住吉区 酒場恩人
大阪市東住吉区 寿司繁
大阪市東住吉区 とりなべ亭美章園店
大阪市東住吉区 伊那
大阪市東住吉区 炭火焼鳥  あっぱれ
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大阪市東住吉区 だいにんぐ花和萌
大阪市東住吉区 お好屋ラッコ
大阪市西成区 ベトナム料理店 ホイアン
大阪市西成区 なべや
大阪市西成区 Revo
大阪市西成区 OSAKA TACOS
大阪市西成区 山王園
大阪市西成区 まいど
大阪市西成区 つけ麺 まる節
大阪市西成区 一番地
大阪市西成区 お好み焼き とみちゃん
大阪市西成区 赤蜻蛉
大阪市西成区 ホルモン居酒屋まさ
大阪市西成区 ばぅ
大阪市西成区 光州園
大阪市西成区 ブロイラー
大阪市西成区 しらたき
大阪市西成区 やきとり食堂ゆめる
大阪市西成区 スタンドメトロ
大阪市西成区 まるい
大阪市西成区 LUCE
大阪市西成区 フローリア
大阪市西成区 カフェ モカ
大阪市西成区 ヒロ
大阪市西成区 お好み焼 鉄板焼 やくやく
大阪市西成区 花沁
大阪市西成区 金龍
大阪市西成区 居酒屋 響
大阪市西成区 ごはん屋さん祥
大阪市西成区 酒のムラタ屋
大阪市西成区 美楽
大阪市西成区 寿司季節料理あまつ
大阪市西成区 喫茶ロボ
大阪市西成区 おおさか名物 カラオケ居酒屋 ゆっくり れいむの部屋
大阪市西成区 さかえ屋
大阪市西成区 とんかつのゆきはる
大阪市西成区 居酒屋 花
大阪市西成区 居酒屋さくら
大阪市西成区 スナック恋
大阪市西成区 珉珉 天下茶屋店
大阪市西成区 カラOK喫茶ルル
大阪市西成区 ちゃんぽん 盛
大阪市西成区 INDIAN NEPALI RESTAURANT DIAMOND STAR
大阪市西成区 新お多福
大阪市西成区 飩助
大阪市西成区 すし天 はし本
大阪市西成区 カラオケ居酒屋さくら
大阪市西成区 河庄
大阪市西成区 船
大阪市西成区 春之美
大阪市西成区 居酒屋 孔雀
大阪市西成区 韓味家
大阪市西成区 居酒屋しら雪
大阪市西成区 株式会社 井上酒店内 居酒屋いのうえ
大阪市西成区 居酒屋 ハート
大阪市西成区 カラオケ ことこと
大阪市西成区 霧島の豚鳥店
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大阪市西成区 私の部屋
大阪市西成区 だるま
大阪市西成区 サボテン。
大阪市西成区 琉球ダイニング琉KEN
大阪市西成区 微笑み
大阪市西成区 升屋
大阪市西成区 赤とんぼ
大阪市西成区 居酒屋 亜紀
大阪市西成区 天龍ラーメン 八仙楼
大阪市西成区 美波Ⅱ
大阪市西成区 BAR RED CORNER!
大阪市西成区 泥泥
大阪市西成区 喫茶プリモ
大阪市西成区 味工房 玄
大阪市西成区 にくの居酒屋 ぽち
大阪市西成区 焼肉 政ちゃん
大阪市西成区 居酒屋芯ちゃん
大阪市西成区 俺の出番
大阪市西成区 わがまま
大阪市西成区 プラザインナニワホテル食堂
大阪市西成区 夜来香
大阪市西成区 もみじ
大阪市西成区 居酒屋 Yuri
大阪市西成区 介宝
大阪市西成区 居酒屋真美
大阪市西成区 厨もり
大阪市西成区 ぜん吉 花園店
大阪市西成区 ニュー深夜食堂くるみ
大阪市西成区 Pizzeria Casa
大阪市西成区 たちばな
大阪市西成区 立ち呑み居酒屋 スタンド あら木
大阪市西成区 呑み処やしき
大阪市西成区 和洋旬菜のみや 
大阪市西成区 萌
大阪市西成区 大澤屋
大阪市西成区 手打ちうどん五右衛門
大阪市西成区 一力
大阪市西成区 秋桜
大阪市西成区 更科
大阪市西成区 錦
大阪市西成区 上海軒
大阪市西成区 ニューミッキー
大阪市西成区 鶏SobaToraや
大阪市西成区 居酒屋みるく
大阪市西成区 亀
大阪市西成区 一二三
大阪市西成区 お鍋の王様
大阪市西成区 夜上海
大阪市西成区 杏樹
大阪市西成区 たから亭
大阪市西成区 喫茶エーデル
大阪市西成区 がぶん
大阪市西成区 からし志寿司
大阪市西成区 長寿園
大阪市西成区 茉莉花
大阪市西成区 憩BAR kizuna－絆－
大阪市西成区 幸福
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大阪市西成区 麗ちゃん
大阪市西成区 火の鳥 花園本店
大阪市西成区 ＭＰＦＯＯＤＳ
大阪市西成区 居酒屋 大好き
大阪市西成区 寺嶋酒店
大阪市西成区 ハチミツ
大阪市西成区 居酒屋ラーク
大阪市西成区 明洋軒 天下茶屋店
大阪市西成区 普門
大阪市西成区 陽
大阪市西成区 松虫
大阪市西成区 いとめや
大阪市西成区 立ち飲み銀仁
大阪市西成区 居場所
大阪市西成区 アジアン居酒屋ロータス
大阪市西成区 旬肴 走
大阪市西成区 尺土
大阪市西成区 居酒屋おふくろ
大阪市西成区 美月
大阪市西成区 居酒屋優華
大阪市西成区 カラオケダイニング百合
大阪市西成区 Stand kitchen Emi Syokudo
大阪市西成区 株式会社黒松直販所
大阪市西成区 海鮮屋台おくまん 北加賀屋店
大阪市西成区 居酒屋SWEET
大阪市西成区 福寿し
大阪市西成区 居酒屋純ちゃん
大阪市西成区 美香
大阪市西成区 居酒屋花唄Ⅱ
大阪市西成区 宮本むなし 新今宮店
大阪市西成区 大阪王将とれび天下茶屋店
大阪市西成区 居酒屋美美
大阪市西成区 まこ
大阪市西成区 小百合
大阪市西成区 立呑処まるはち
大阪市西成区 SNACKBAR天ちゃん
大阪市西成区 らーめんコーさん
大阪市西成区 焼肉くいや
大阪市西成区 創作バル Bottoms Up
大阪市西成区 Blue Rose
大阪市西成区 703TEI
大阪市西成区 鳥小屋たけやん
大阪市西成区 四季の味 幸
大阪市西成区 カラオケ はなぞの
大阪市西成区 満風麺
大阪市西成区 STAND TAMATSU
大阪市西成区 ラッキーガール
大阪市西成区 一紀noおでん屋
大阪市西成区 居酒屋あきちゃん
大阪市西成区 居酒屋 琴
大阪市西成区 山王園
大阪市西成区 つる食
大阪市西成区 竹とみ
大阪市西成区 丸一屋
大阪市西成区 たけや
大阪市西成区 うのう花園店
大阪市淀川区 バルバラ
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大阪市淀川区 ＢＡＲ ＴＲＥＡＳＵＲＥ
大阪市淀川区 喫茶幸
大阪市淀川区 朱美
大阪市淀川区 頑張れオオヌキカレー
大阪市淀川区 香港料理紫林
大阪市淀川区 お食事処祭り茶屋
大阪市淀川区 居酒屋・鉄板焼 える
大阪市淀川区 ラウンジ恋人
大阪市淀川区 喫茶ローレル  
大阪市淀川区 Trattoria Sotto Lalbero
大阪市淀川区 味雅軒
大阪市淀川区 利久
大阪市淀川区 立呑み うおずみ
大阪市淀川区 だるまや
大阪市淀川区 居酒屋えんむすび
大阪市淀川区 パスタ工房 あるでんて
大阪市淀川区 居酒屋花
大阪市淀川区 カレーハウスハニービー
大阪市淀川区 宮崎辛麺屋 辛福
大阪市淀川区 ｂａｒ ＤＯＰＥ
大阪市淀川区 常夜亭 徳
大阪市淀川区 家(ウチ)バル あzimi
大阪市淀川区 catteria cloud nine
大阪市淀川区 焼鳥炭心
大阪市淀川区 ぼぉーん
大阪市淀川区 まいど！とよとよ
大阪市淀川区 Indian Nepali Restaurant SAFAL
大阪市淀川区 照る照る坊主
大阪市淀川区 サフィニア
大阪市淀川区 (有)ヒロサワ
大阪市淀川区 大衆酒場ヒロタヤ２号
大阪市淀川区 Ros`e
大阪市淀川区 ごめんねラッパ屋
大阪市淀川区 鉄板焼やまと
大阪市淀川区 炭焼やきとり鳥屋
大阪市淀川区 ＳＴＩＮＧＥＲ
大阪市淀川区 焼肉松本別邸
大阪市淀川区 炭火焼鳥 鳥久 加島本店
大阪市淀川区 焼肉 朋苑
大阪市淀川区 お好み焼 玉
大阪市淀川区 楽
大阪市淀川区 Bar Fake
大阪市淀川区 Night Space 絆
大阪市淀川区 鮨 武徳
大阪市淀川区 ダイニングBar グー
大阪市淀川区 ※米屋
大阪市淀川区 真水無香
大阪市淀川区 大屋
大阪市淀川区 やきとり食堂はなとかめ
大阪市淀川区 餃子工房Gyoiiiiiin!!
大阪市淀川区 standup
大阪市淀川区 レストラン ツレ TSURE
大阪市淀川区 串揚げGeaSeek
大阪市淀川区 長浜ラーメン浜ちゃん
大阪市淀川区 八ちゃん
大阪市淀川区 peach
大阪市淀川区 居酒屋大人のホルモン十三店
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大阪市淀川区 ラーメンノーカントリー
大阪市淀川区 DANRAN酒家そら
大阪市淀川区 カラオケ ニュー あなば
大阪市淀川区 BOBOS
大阪市淀川区 風まかせ人まかせ
大阪市淀川区 IZAKAYA K
大阪市淀川区 日本のお酒とアテ ごんぞー
大阪市淀川区 串カツ酒場 塚本店
大阪市淀川区 肉ビストロ md next
大阪市淀川区 一十粋
大阪市淀川区 おもてなし
大阪市淀川区 sankon bar
大阪市淀川区 家庭料理 蕾
大阪市淀川区 海ぼうず
大阪市淀川区 鶏chi
大阪市淀川区 炭火焼鳥 小鉄
大阪市淀川区 ラウンジクリス
大阪市淀川区 Shot Bar es
大阪市淀川区 小だるま十三西口店
大阪市淀川区 炉端焼 西中島の蔵
大阪市淀川区 Live Bar D3
大阪市淀川区 中国菜紅海月
大阪市淀川区 まるたけ
大阪市淀川区 members aico
大阪市淀川区 こし川
大阪市淀川区 ちはや13
大阪市淀川区 カラオケRoom  Ｍ
大阪市淀川区 くぐりんしゃい
大阪市淀川区 マイブレンド
大阪市淀川区 バールイルソーレ
大阪市淀川区 N&N Sisters
大阪市淀川区 ちいさなうずまき
大阪市淀川区 南大門東三国店
大阪市淀川区 立呑処 はなてん
大阪市淀川区 Cafe&Bar Lounge Koiki
大阪市淀川区 酒処まる
大阪市淀川区 ミュージピコピコノルドピコピコノルド
大阪市淀川区 カジャナ
大阪市淀川区 楽園
大阪市淀川区 カレーハウス五番館
大阪市淀川区 吉鳥
大阪市淀川区 CHANDANY
大阪市淀川区 香浦園
大阪市淀川区 拝啓、炭の上から
大阪市淀川区 あみぃー
大阪市淀川区 スナックみつえ
大阪市淀川区 旬菜料理雲母
大阪市淀川区 耽羅
大阪市淀川区 天ぷらとみおか
大阪市淀川区 BAR CLAYMOON
大阪市淀川区 カラオケBAR GUT'S
大阪市淀川区 焼肉レストラン貴美苑
大阪市淀川区 炭火焼ぼちぼちいこか
大阪市淀川区 メー・トンロー
大阪市淀川区 ばらの木
大阪市淀川区 お好み一歩
大阪市淀川区 鳥家三吉
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大阪市淀川区 洋食あんじゅ
大阪市淀川区 絆
大阪市淀川区 炭火焼鳥ひろすけ
大阪市淀川区 NEW TAJMAHAL EVEREST十三店
大阪市淀川区 喰亭
大阪市淀川区 光南
大阪市淀川区 iL・Gabbiano
大阪市淀川区 立呑みハッチ
大阪市淀川区 V anni deero
大阪市淀川区 喜多呂
大阪市淀川区 阿波座チキン
大阪市淀川区 まんぷく
大阪市淀川区 インド料理ミラマハル
大阪市淀川区 シューティングバーポイントドッグス
大阪市淀川区 インドレストラン シコーテラマ
大阪市淀川区 らーめん土竜
大阪市淀川区 スタンドちょびっと
大阪市淀川区 丹波屋
大阪市淀川区 スナック キララ
大阪市淀川区 あくび
大阪市淀川区 HIDEOUT
大阪市淀川区 喫茶レストラン淀
大阪市淀川区 Neechin
大阪市淀川区 Fanfare
大阪市淀川区 Ｂａｌｏｃｃｏ
大阪市淀川区 なかむら家
大阪市淀川区 焼肉十三風月
大阪市淀川区 カラオケパブステップ
大阪市淀川区 はるちゃん
大阪市淀川区 スペース
大阪市淀川区 あーちゃん
大阪市淀川区 麺そーれ かりゆし
大阪市淀川区 BarLounge WaKa
大阪市淀川区 スナックまさみ
大阪市淀川区 中華料理香満楼
大阪市淀川区 ジョニーのからあげ東三国店
大阪市淀川区 炭焼酒場 gaku
大阪市淀川区 Bar Lounge F
大阪市淀川区 韓国石鍋創作居酒屋 川田流新大阪
大阪市淀川区 Biarritz
大阪市淀川区 居酒屋赤とんぼ
大阪市淀川区 ましわか
大阪市淀川区 THE MANASLU
大阪市淀川区 スワロウテイル
大阪市淀川区 七星タッカンマリ（七星食堂）
大阪市淀川区 居酒屋かんかん
大阪市淀川区 自家焙煎CAFE&starry sky CALM
大阪市淀川区 三裕の館
大阪市淀川区 Bog
大阪市淀川区 集来軒
大阪市淀川区 酒肴咲くら
大阪市淀川区 串カツ居酒屋小太郎
大阪市淀川区 food＆bar エムズ
大阪市淀川区 ダイニングバル グラード
大阪市淀川区 SHOTBARタイニーバブルス・TINY BABBLES
大阪市淀川区 千寿
大阪市淀川区 ALISON
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大阪市淀川区 沖縄料理の店はながさ
大阪市淀川区 餃子居酒屋ぎょびー
大阪市淀川区 味千拉麺 新大阪店
大阪市淀川区 焼肉しづ
大阪市淀川区 小鍋や 拓
大阪市淀川区 ミョンドンスンドゥブシンオオサカテン
大阪市淀川区 どん栗
大阪市淀川区 京もつ鍋ホルモン朱々 東三国店
大阪市淀川区 石焼き居酒屋一歩
大阪市淀川区 十三たこ焼ひょうたん
大阪市淀川区 焼肉松お
大阪市淀川区 やま清
大阪市淀川区 GAYA2
大阪市淀川区 焼肉 一新家
大阪市淀川区 スタンドソバサンカク タス ヒツジホシ
大阪市淀川区 るーちぇ
大阪市淀川区 Ｍｅｒｒｙｍｏｍｏ
大阪市淀川区 Hitoe Natura
大阪市淀川区 昌順庵
大阪市淀川区 中華屋かぎもと
大阪市淀川区 ふぐ甚十三店
大阪市淀川区 漁楽亭
大阪市淀川区 和牛焼肉一
大阪市淀川区 ジョーズ
大阪市淀川区 さすらいのカンテキ 十三酒場
大阪市淀川区 RAINCOAT
大阪市淀川区 惣菜ぽけっと
大阪市淀川区 みゆき寿司
大阪市淀川区 鳥串屋ななしの
大阪市淀川区 お好み焼 鉄板焼 桃ちゃん
大阪市淀川区 cavaliere
大阪市淀川区 みつばち
大阪市淀川区 燻バールでく
大阪市淀川区 豚中島南方
大阪市淀川区 晴れる家
大阪市淀川区 まじめや西中島店
大阪市淀川区 旬彩 つむぎ
大阪市淀川区 居酒屋心
大阪市淀川区 旬処 貴久治
大阪市淀川区 餃子のニシヤ
大阪市淀川区 十三トリス
大阪市淀川区 熱血 かんたろう
大阪市淀川区 まんぷく亭 西中島店
大阪市淀川区 とんかつkitchen かもめ亭 西中島店
大阪市淀川区 すなおや西中島本店
大阪市淀川区 馬肉専門店 虎桜
大阪市淀川区 手羽だるま三国駅前店
大阪市淀川区 サウナ シャン
大阪市淀川区 イタリアンバルストーリア
大阪市淀川区 麵屋一ノ助
大阪市淀川区 遊食屋創彩
大阪市淀川区 東三国バル サンテ
大阪市淀川区 ぶん
大阪市淀川区 HEAVEN'S CAFE
大阪市淀川区 ラウンジ スマイル
大阪市淀川区 五條家
大阪市淀川区 宝楽
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大阪市淀川区 ペコペコ
大阪市淀川区 シャドー
大阪市淀川区 snack33
大阪市淀川区 Crescent
大阪市淀川区 ダイニングキッチンMito
大阪市淀川区 焼肉ROCCO
大阪市淀川区 しゃぶ壺れ
大阪市淀川区 Casa Blanca      カサブランカ
大阪市淀川区 居酒屋たけうま
大阪市淀川区 炭火焼黒毛和牛専門店 岐山
大阪市淀川区 カラオケステージカモン
大阪市淀川区 コナモンキッチンHANAYOSHI
大阪市淀川区 Ｃｏｌｏｒｅｒクロレ
大阪市淀川区 たこ焼き たこDAN
大阪市淀川区 レインボー
大阪市淀川区 Shot Bar DROP IN
大阪市淀川区 情熱うどん讃州 新大阪店
大阪市淀川区 居酒屋蔵
大阪市淀川区 茶太
大阪市淀川区 鉄板焼 逢坂
大阪市淀川区 大阪ガーデンパレス和食堂 花綴
大阪市淀川区 海鮮丼の駅前 大阪1号店
大阪市淀川区 ＢＡＲ ＣＯＳＩ ＣＯＳＩ
大阪市淀川区 竹
大阪市淀川区 中華そばココカラサキゑ
大阪市淀川区 tasteVin
大阪市淀川区 居酒屋縄手
大阪市淀川区 カラオケバールーツ
大阪市淀川区 スナックまゆみ
大阪市淀川区 オレ達のタコ部屋
大阪市淀川区 ベラドンナ
大阪市淀川区 PIZZA RAINBOW RAINBOW
大阪市淀川区 居酒屋らん
大阪市淀川区 スイートメモリー
大阪市淀川区 とろろん
大阪市淀川区 加島肉ビル 焼肉店
大阪市淀川区 新大阪サニーストンホテル サニー
大阪市淀川区 Maki Beef Wine 正道塾
大阪市淀川区 一番どり 西中島店
大阪市淀川区 南蛮食堂東三国店
大阪市淀川区 KING
大阪市淀川区 えんや
大阪市淀川区 roomCAFE
大阪市淀川区 たこ焼道楽わなか 新大阪駅店
大阪市淀川区 もぐら
大阪市淀川区 山小屋
大阪市淀川区 中華料理 満天
大阪市淀川区 スナックなおみ
大阪市淀川区 スナックめい
大阪市淀川区 ビーグルズ
大阪市淀川区 cafe & bar mimosa
大阪市淀川区 焼肉「藤山」
大阪市淀川区 季節料理とおさかな処うずまき十三総本山
大阪市淀川区 RASA HALA
大阪市淀川区 小料理なぎさ
大阪市淀川区 居酒屋 ま
大阪市淀川区 スナック奈加乃
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大阪市淀川区 ミファレ
大阪市淀川区 アンバー
大阪市淀川区 本格手打うどん ゆうすけ
大阪市淀川区 焼鳥 ＢＥＥＲ ＳＴＡＮＤ ＭＥＣＣＡ
大阪市淀川区 スナックＫｅｉ
大阪市淀川区 鳥元
大阪市淀川区 食際・おばんざい 和屋
大阪市淀川区 LUXE
大阪市淀川区 新鮮漁港 明石
大阪市淀川区 炭火焼肉カルビ庵 塚本店
大阪市淀川区 居酒屋 三昧
大阪市淀川区 若草
大阪市淀川区 本陣
大阪市淀川区 ユーズバー
大阪市淀川区 POCKET
大阪市淀川区 a_sa_made Ajito
大阪市淀川区 ニライカナイ
大阪市淀川区 うさぎ
大阪市淀川区 ｃｈｏｉｃｅ
大阪市淀川区 ＭＡＭＢＯ
大阪市淀川区 スナックＫ子
大阪市淀川区 ゆうすずみ
大阪市淀川区 おいらのうどん しまちゃん
大阪市淀川区 門黒すし
大阪市淀川区 NUMBER ONE
大阪市淀川区 JAM
大阪市淀川区 魚人本店
大阪市淀川区 そば&酒房和らぎ
大阪市淀川区 Bar 婆娑羅
大阪市淀川区 焼肉じゅじゅ庵西中島
大阪市鶴見区 かが
大阪市鶴見区 立呑み とくの
大阪市鶴見区 陽風み
大阪市鶴見区 大阪王将鶴見店
大阪市鶴見区 ギフトスイーツ
大阪市鶴見区 しまなみ
大阪市鶴見区 波紋
大阪市鶴見区 大阪王将鶴見諸口店
大阪市鶴見区 丸正酒店
大阪市鶴見区 YACHIYO
大阪市鶴見区 カフェ・ド・リアン
大阪市鶴見区 居酒屋 和ちゃん
大阪市鶴見区 カラオケKo2Ro
大阪市鶴見区 喜屋庵
大阪市鶴見区 REI
大阪市鶴見区 まごころ料理とお酒 轍
大阪市鶴見区 モンキーキッチン横堤店
大阪市鶴見区 揚げたて天ぷらマルニ
大阪市鶴見区 成根苑
大阪市鶴見区 鳳鳴春
大阪市鶴見区 餃子工房 道 あぶし
大阪市鶴見区 カフェモモ
大阪市鶴見区 幹
大阪市鶴見区 横浜家系ラーメン
大阪市鶴見区 カラオケスナック桜
大阪市鶴見区 ピッツェリアリサータ
大阪市鶴見区 焼肉 いちりゅう
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大阪市鶴見区 むすかり
大阪市鶴見区 美食工房 山口製作所
大阪市鶴見区 Sound Bar BotiBoti
大阪市鶴見区 道草
大阪市鶴見区 うどん風来坊
大阪市鶴見区 コメダ珈琲店 鶴見諸口店
大阪市鶴見区 Mizudory
大阪市鶴見区 海鮮居酒屋うお盛
大阪市鶴見区 スナック のこ
大阪市鶴見区 居酒屋 翔
大阪市鶴見区 ラーメン魁力屋 鶴見店
大阪市鶴見区 炭焼き酒場招手屋
大阪市鶴見区 小料理一心
大阪市鶴見区 居酒屋とも
大阪市鶴見区 カラオケスナック草
大阪市鶴見区 麺所にしむら
大阪市鶴見区 食堂ペロ
大阪市鶴見区 CHICKSCAFE
大阪市鶴見区 ＨＡＰＵＮＡ ＣＡＦＥ
大阪市鶴見区 キッチン和
大阪市住之江区 こうき屋
大阪市住之江区 Jo'sBar
大阪市住之江区 お好み焼きおはな
大阪市住之江区 味咲
大阪市住之江区 メロディ
大阪市住之江区 玉出うどん
大阪市住之江区 スナックアンコール
大阪市住之江区 有限会社穐本商店
大阪市住之江区 restaurant  KOBO
大阪市住之江区 Air Osaka hostel
大阪市住之江区 笑平
大阪市住之江区 創作ダイニングりとむ
大阪市住之江区 SPIN
大阪市住之江区 韓味
大阪市住之江区 天晴寿司
大阪市住之江区 洋風料理屋 連れてっ亭
大阪市住之江区 エナージ
大阪市住之江区 ゴールド
大阪市住之江区 阿波の風すだち
大阪市住之江区 restaurant aila
大阪市住之江区 ふくちあんラーメン南加賀屋店
大阪市住之江区 たなかつや。
大阪市住之江区 住吉屋酒店
大阪市住之江区 地どり焼ひろ乃
大阪市住之江区 ひと味
大阪市住之江区 居酒屋せんたろう
大阪市住之江区 玉飯
大阪市住之江区 酒菜屋
大阪市住之江区 SHINE 
大阪市住之江区 太公望
大阪市住之江区 Brunch-バル Sin
大阪市住之江区 ２ｗｅｅｋｓ
大阪市住之江区 亀仙人
大阪市住之江区 魚とごはん にこ
大阪市住之江区 キッチンペコ
大阪市住之江区 創作バル BaFIT
大阪市住之江区 旬家三山
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大阪市住之江区 千代吉
大阪市住之江区 BAR真
大阪市住之江区 会席料理・仕出し 一 平
大阪市住之江区 2525niconico
大阪市住之江区 やきにく虎坊
大阪市住之江区 からおけや ＳＭＩＬＥ
大阪市住之江区 寿司ダイニングＳａｂｕ
大阪市住之江区 スナックローズ
大阪市住之江区 ライブラウンジWAI・WAI
大阪市住之江区 和風居酒屋KAZU（一）
大阪市住之江区 焼鳥酒家鳥弘
大阪市住之江区 喫茶館プロコップ
大阪市住之江区 旬彩工房その田
大阪市住之江区 炭火焼鳥とと
大阪市住之江区 ダイニングバー もぐもぐ庵
大阪市住之江区 かっすん
大阪市住之江区 喫茶 富里
大阪市住之江区 ROKO
大阪市住之江区 Music&Live Bar LIVEHEART
大阪市住之江区 チャイナハウス大雅
大阪市住之江区 ドラム缶酒場えぇかげん
大阪市住之江区 慶
大阪市住之江区 真夢Mayu
大阪市住之江区 からおけ屋
大阪市住之江区 バッカス
大阪市住之江区 笑
大阪市住之江区 海鮮屋台おくまん 住之江公園店
大阪市住之江区 ＲＩＢＢＯＮ
大阪市住之江区 SIS
大阪市住之江区 肉バル三笠
大阪市住之江区 Lapin
大阪市住之江区 鷹取
大阪市住之江区 惣菜バルOhana
大阪市住之江区 ことじろう
大阪市住之江区 幸の鳥
大阪市住之江区 大衆酒場おく
大阪市住之江区 お好み市場あず
大阪市住之江区 韓国創作料理済州
大阪市住之江区 はるな
大阪市住之江区 ひかり食堂
大阪市住之江区 住之江 新浅草
大阪市住之江区 MIKAKO
大阪市住之江区 お好み焼 鉄板焼き太郎
大阪市住之江区 MISA
大阪市住之江区 仏蘭西料理店 掌
大阪市平野区 麺やいちころ
大阪市平野区 神田鰻店
大阪市平野区 大久寿司
大阪市平野区 バグース
大阪市平野区 サウンドバーボイス
大阪市平野区 木の芽
大阪市平野区 浜寿司
大阪市平野区 ちぇご
大阪市平野区 和侖
大阪市平野区 寅
大阪市平野区 元気家
大阪市平野区 ブレッドカフェフォール
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大阪市平野区 居酒屋ふくろう
大阪市平野区 多津美
大阪市平野区 中華料理 旺記
大阪市平野区 ならなら
大阪市平野区 ＩＴＴＯＫＵ
大阪市平野区 dining  bar zeal
大阪市平野区 ほっこり綺まま
大阪市平野区 呑み処 ちょこま
大阪市平野区 リアン
大阪市平野区 Ｂｅｓｔ Ｐｏｓｉｔｉｏｎ
大阪市平野区 Hillary
大阪市平野区 いざかやびすとろやすだ
大阪市平野区 三茶
大阪市平野区 ウィッチ
大阪市平野区 みよしや
大阪市平野区 新集来
大阪市平野区 ジャングル
大阪市平野区 喫茶フレンド
大阪市平野区 頂
大阪市平野区 めんばーず湯川
大阪市平野区 すなっくR
大阪市平野区 焼肉 錦
大阪市平野区 呑み食い処 要
大阪市平野区 鳥すけ
大阪市平野区 あさから亭
大阪市平野区 ろばた焼一番
大阪市平野区 与助
大阪市平野区 スナック舞
大阪市平野区 カラオケ喫茶ブラック
大阪市平野区 ハナミズキ
大阪市平野区 ２nd
大阪市平野区 居酒屋mal/fem.629
大阪市平野区 たこぼう
大阪市平野区 元家
大阪市平野区 万よし食堂
大阪市平野区 串かつ 雄山
大阪市平野区 ノンノン
大阪市平野区 いいかげん
大阪市平野区 酔所
大阪市平野区 香リ 中華餃子屋
大阪市平野区 イタリア食堂ちぇるきお
大阪市平野区 美味楽酔 味ろく
大阪市平野区 ベトナム料理ハノイ
大阪市平野区 小味処 石ばし
大阪市平野区 栄鮓
大阪市平野区 かもまさ
大阪市平野区 赤とんぼ
大阪市平野区 焼鳥 桃太郎
大阪市平野区 居酒屋ふくちゃん
大阪市平野区 すずらん
大阪市平野区 天晴れ
大阪市平野区 宝来飯店
大阪市平野区 おてもやん
大阪市平野区 桃吉屋台
大阪市平野区 鉄板串焼きいろは
大阪市平野区 コリアンキッチンかっ喜
大阪市平野区 炉端焼駄駄っ子
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大阪市平野区 富月園
大阪市平野区 きまま
大阪市平野区 福寿司
大阪市平野区 銀ちゃん
大阪市平野区 snack  Chiii
大阪市平野区 三代目寿司居酒屋戎水産
大阪市平野区 居酒屋てるてるぼーず
大阪市平野区 焼肉ハウスあすか
大阪市平野区 沖縄創作居酒屋ゆめや
大阪市平野区 磯田屋
大阪市平野区 伊勢
大阪市平野区 Loco Cafe DRIVE-IN
大阪市平野区 串かつゑびす
大阪市平野区 お好み焼き 靜
大阪市平野区 ぷっちんぷりん
大阪市平野区 居酒屋歩成り
大阪市平野区 ピギーズ
大阪市平野区 中華料理天泉
大阪市平野区 カラオケ喫茶かつら
大阪市平野区 Marilyn
大阪市平野区 このみ亭
大阪市平野区 カラオケスタジオ、キッサ、スナックボン
大阪市平野区 酒飯場のずえや
大阪市平野区 やきとりhanzo
大阪市平野区 和みの店桜くら
大阪市平野区 WEST
大阪市平野区 たこ八
大阪市平野区 田舎
大阪市平野区 まいん
大阪市平野区 Happy
大阪市平野区 たのし家
大阪市平野区 ひろたや
大阪市平野区 焼き鳥 千鳥
大阪市平野区 呑み亭翔
大阪市平野区 カラオケきまま
大阪市平野区 居酒屋 絆
大阪市平野区 焼肉松濤園
大阪市平野区 奨拳
大阪市平野区 きむら商店
大阪市平野区 Luana
大阪市平野区 酒菜和寿
大阪市平野区 鉄板居酒屋TAROJIRO
大阪市平野区 よろしく
大阪市平野区 タイの台所キッチンアロイちゃん
大阪市平野区 焼き鳥 志
大阪市平野区 旬彩桜もみじ
大阪市平野区 なかさか
大阪市平野区 0010(イチマル)
大阪市平野区 寿司正
大阪市平野区 居酒屋&BAR ROOMS
大阪市平野区 ラーメン藤吉平野店
大阪市平野区 カラオケルームろまんす
大阪市平野区 Ｋ'ｓ(ケーズ)
大阪市平野区 焼鳥 真鶏
大阪市平野区 お好み焼き ふくや
大阪市平野区 カラオケスタジオ つきのかおり
大阪市平野区 びすとろ ひげじい
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大阪市平野区 杏
大阪市平野区 天下一品 喜連瓜破店
大阪市平野区 あさひ食堂
大阪市平野区 あゆ
大阪市平野区 串カツ かりん
大阪市平野区 千曲 西脇店
大阪市平野区 癒酒屋てんほう
大阪市平野区 麺処ほんだ
大阪市平野区 珈琲館平野店
大阪市平野区 居酒屋 なにわっ子
大阪市平野区 愛秋マーラータン
大阪市平野区 MT EVEREST
大阪市平野区 風流味道そば仙人
大阪市平野区 ころころ亭
大阪市平野区 お多福
大阪市平野区 onion 0108
大阪市平野区 綿安酒店
大阪市平野区 串のや
大阪市平野区 あじ平
大阪市平野区 悟空
大阪市北区 鈴 Rin
大阪市北区 ＴＨＥ ＰＡＳＴＡ ＆ ＧＲＩＬＬＳ
大阪市北区 船場カリー西天満店
大阪市北区 銀座屋
大阪市北区 但馬屋
大阪市北区 新太呂
大阪市北区 鶏人
大阪市北区 ハイボール小路
大阪市北区 Organic Restrant Loops
大阪市北区 エスポワール
大阪市北区 monpetit via cacao
大阪市北区 アガヴェ&ドラゴ
大阪市北区 フォルティシモ
大阪市北区 ともえ
大阪市北区 相生楼
大阪市北区 串揚げ かな山
大阪市北区 cafe太陽ノ塔本店
大阪市北区 まあめいど梅田
大阪市北区 傾奇御麺 天神橋本店
大阪市北区 ふくしま炉談
大阪市北区 宮川町水簾  北新地店
大阪市北区 I.Bar
大阪市北区 スタジオカフェズーアドベンチャー ルクアイーレ店
大阪市北区 Fitting Bar Daphne
大阪市北区 マーキュリー
大阪市北区 寿し処粋
大阪市北区 CAFE BAR TRINI
大阪市北区 梅はら
大阪市北区 會元楼
大阪市北区 Page One
大阪市北区 Bar Alain
大阪市北区 鉄板居酒屋介JIRO
大阪市北区 康（こう）
大阪市北区 小径
大阪市北区 居酒屋 平田
大阪市北区 OPEN SESAME!
大阪市北区 魚彩 銀の鯛
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大阪市北区 まん月
大阪市北区 瑠Sion MENBER'S 
大阪市北区 絹の道
大阪市北区 銀杏
大阪市北区 ぱぴぷぺぽ
大阪市北区 家呑み みずや
大阪市北区 BARBARA VICTORIAN
大阪市北区 KOTeTSU 華
大阪市北区 セラ・アンフィニィ
大阪市北区 Rei
大阪市北区 鶏塩ラーメン Ｈｉｐｐｏ
大阪市北区 1080°
大阪市北区 踊るうどん 梅田店
大阪市北区 丸万寿司 本店
大阪市北区 島パスタMIKE
大阪市北区 THE ALLEY NU茶屋町
大阪市北区 丸喜酒店
大阪市北区 鶏酒場壮や
大阪市北区 れもんや
大阪市北区 路地裏食堂マチュナガ
大阪市北区 モナリザ
大阪市北区 大衆伊酒屋ニューブドウヤ天満本店
大阪市北区 LinkBar金城
大阪市北区 THE AURIENTAL
大阪市北区 バーエスカール
大阪市北区 ＮＡＮＡ
大阪市北区 プルメリア
大阪市北区 焼酎専門店 鳥小屋
大阪市北区 jinny
大阪市北区 房
大阪市北区 RUMORS 
大阪市北区 Ｃｌｕｂ心
大阪市北区 火鍋成都
大阪市北区 g-bless
大阪市北区 あばれん房
大阪市北区 和処Re楽
大阪市北区 えちごや
大阪市北区 ニカク
大阪市北区 あべちゃん
大阪市北区 ギャラリー＆カフェMATSURI
大阪市北区 中国料理 翠蓮
大阪市北区 乾坤一擲
大阪市北区 居酒屋しんちゃん
大阪市北区 笑福梅田店
大阪市北区 ELK KAFFE
大阪市北区 とり天
大阪市北区 ラクーン
大阪市北区 マルシン
大阪市北区 Island Field 
大阪市北区 スナック ポポロ
大阪市北区 Grande
大阪市北区 かんだ
大阪市北区 百福(ももふく)
大阪市北区 大阪豚しゃぶの会天六店
大阪市北区 若つき
大阪市北区 Italian Bar Bere Bene
大阪市北区 サウンドＧ１
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大阪市北区 T.A.B
大阪市北区 UMEDA CAFE&BAR ルポゼ
大阪市北区 FC.INLET 
大阪市北区 メンバーズサロン大小路
大阪市北区 KIZUNA
大阪市北区 鮨処やま本
大阪市北区 吟座えにし
大阪市北区 bar B-flat
大阪市北区 Bimbo Osaka
大阪市北区 酒屋の酒場
大阪市北区 Canna Lily
大阪市北区 DON FRANCOドンフランコ
大阪市北区 総作居酒屋 大和
大阪市北区 魚場 春夏秋冬
大阪市北区 喫茶クウエション
大阪市北区 伊吹屋
大阪市北区 結鳥
大阪市北区 おばんざいHARU
大阪市北区 NANA PLAZA
大阪市北区 天神橋ijii
大阪市北区 ててりあ
大阪市北区 BAR RISE
大阪市北区 FUJITABAR（藤田バー）
大阪市北区 Ｃｈｅｒｒｙ Ｖｉｌｌａ
大阪市北区 おでん屋独楽
大阪市北区 らぁ麺きくはん
大阪市北区 ろあん大阪堂島
大阪市北区 ダイナー空亀
大阪市北区 世界
大阪市北区 COVOJEAN
大阪市北区 Beans
大阪市北区 洛ニ神
大阪市北区 フラット フラミンゴ
大阪市北区 北新地 XACARA
大阪市北区 おでんばる
大阪市北区 うさぎ
大阪市北区 田舎料理たま葱
大阪市北区 麻雀ハレルヤ梅田店
大阪市北区 トラットリア ニコ
大阪市北区 Bar Arpeggio
大阪市北区 ハーフムーン
大阪市北区 Ｍｏｏｎ Ｂａｒ ムーンバー
大阪市北区 Bar THE TIME 天神
大阪市北区 らくらく亭
大阪市北区 BAR SK OCEANS
大阪市北区 家庭料理 淀
大阪市北区 べんち
大阪市北区 割烹 川しげ
大阪市北区 うどん王 ホワイティ梅田店
大阪市北区 Paddy's
大阪市北区 アイリッシュカレー ／ IRISH CURRY
大阪市北区 ホームパーティー風チルコロ
大阪市北区 凸デコ
大阪市北区 yozakura
大阪市北区 恵美
大阪市北区 夕琴
大阪市北区 小料理よねむら
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大阪市北区 141
大阪市北区 スナックバーBoogie
大阪市北区 tsuboniwa
大阪市北区 potbelly
大阪市北区 ミオレ
大阪市北区 中華バルウマミタス
大阪市北区 ほっこりリビング田なか
大阪市北区 瞳
大阪市北区 練天はなび
大阪市北区 浮き世
大阪市北区 宇宙家族
大阪市北区 Tomi
大阪市北区 Ａｒｉａ
大阪市北区 メンバーズかとれあ
大阪市北区 Dite
大阪市北区 BAROQUE
大阪市北区 居酒屋 飛
大阪市北区 pink adobe（ピンクアドベ）
大阪市北区 麺元素
大阪市北区 EnyTime
大阪市北区 ショットバーコモンズ
大阪市北区 Home bar chocolat
大阪市北区 Tea House茶摩
大阪市北区 千の奏
大阪市北区 nichi nichi bake
大阪市北区 大來軒
大阪市北区 Bar Master Key
大阪市北区 BAR Jun
大阪市北区 アネロ
大阪市北区 Bar Hang On
大阪市北区 梅田羊肉串
大阪市北区 さかなやいぬい
大阪市北区 呑み食い処おかん
大阪市北区 炭香
大阪市北区 雅乃
大阪市北区 カサブランカ
大阪市北区 BabyFlamingo
大阪市北区 アクティ2
大阪市北区 ラ笑門
大阪市北区 キャル
大阪市北区 居酒屋和伊和伊
大阪市北区 壺天
大阪市北区 WHY KNOT
大阪市北区 釜山屋
大阪市北区 居酒屋 味善
大阪市北区 ダイニング 和楽
大阪市北区 もみの木
大阪市北区 ふるさと
大阪市北区 鶴と亀
大阪市北区 茶め茶め
大阪市北区 with
大阪市北区 真気
大阪市北区 稲田屋
大阪市北区 天満ひろや
大阪市北区 波里
大阪市北区 鉄板焼おっとう中崎町
大阪市北区 喫茶マイサニー
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大阪市北区 酒人肴びりけん
大阪市北区 喫茶ラピーヌ
大阪市北区 mimi
大阪市北区 たかまる、
大阪市北区 なかや
大阪市北区 暖心
大阪市北区 鉄板ステーキ 鐵
大阪市北区 La Lanterna di GENOVA
大阪市北区 BarBull北新地店
大阪市北区 ソレラ
大阪市北区 ザキュイジーヌハセガワ
大阪市北区 インデアンカレー 堂島店
大阪市北区 とりで梅田店
大阪市北区 新潟をこめ
大阪市北区 ＳＥＣＲＥＴ
大阪市北区 クックハウスホワイティうめだ店
大阪市北区 THE MATCHA TOKYO
大阪市北区 株式会社知利十里
大阪市北区 肉バルGAM
大阪市北区 ランデヴー・デ・ザミ（Rendez-vous des amis）
大阪市北区 蘭
大阪市北区 Mulsanne
大阪市北区 らうんじ優
大阪市北区 ライブスポットｆｇ
大阪市北区 ラオウ軒
大阪市北区 ベビードール
大阪市北区 串樽
大阪市北区 味わい心 来海
大阪市北区 Ｄａｎｋｅ
大阪市北区 姫
大阪市北区 焼鳥みなみ
大阪市北区 BAR本ごう
大阪市北区 Citron
大阪市北区 サロンド谷
大阪市北区 magenta
大阪市北区 ＢＡＲ ＡＬＩＶＥ
大阪市北区 スウィート
大阪市北区 サングリエヨシミ
大阪市北区 Bar曽根崎心空
大阪市北区 Canmi
大阪市北区 タブレーテベベドール
大阪市北区 Riche
大阪市北区 牡丹
大阪市北区 Bar SECOND FILL
大阪市北区 Kitchen ku和
大阪市北区 Bar HERMITAGE
大阪市北区 りょうりや しるべぇ
大阪市北区 お酒とご飯 たく
大阪市北区 Petite milk
大阪市北区 炭火ざく
大阪市北区 お好み焼きてんぐ西梅田店
大阪市北区 串寅
大阪市北区 ciccino
大阪市北区 すし みさわ
大阪市北区 ぐーふぉ
大阪市北区 遊食劇場 まめ福
大阪市北区 LEFUKUROU
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大阪市北区 ビノシュ
大阪市北区 MaMa Indian Restaurant
大阪市北区 サントロペ
大阪市北区 Loungeねもふぃら
大阪市北区 Rudelicious
大阪市北区 美Ran
大阪市北区 Members Bar 石本
大阪市北区 なりはん
大阪市北区 SINASOS RESTAURANT
大阪市北区 カレー倶楽部ルウ梅田店
大阪市北区 AZAS
大阪市北区 フォーナイン
大阪市北区 立呑みビストロ やまもと
大阪市北区 ５００１年
大阪市北区 Pop'n Fruit Cafe
大阪市北区 雲鶴
大阪市北区 Bar KDN
大阪市北区 たんぽぽ
大阪市北区 焼鳥とり泉
大阪市北区 noise shower
大阪市北区 BAR DEJAVU
大阪市北区 セブンシーズ
大阪市北区 Beso Mary.r
大阪市北区 SALT
大阪市北区 GRACE
大阪市北区 日和山
大阪市北区 Suger Suger
大阪市北区 北新地ROOM
大阪市北区 Via T.Tasso57
大阪市北区 タイキッチン
大阪市北区 スナック銀
大阪市北区 SHOTBARREGULUS
大阪市北区 Mogura梅田店mole
大阪市北区 天ぷら もり井
大阪市北区 水月
大阪市北区 Cafe&bar warm
大阪市北区 インディアンレストラン アンチャル
大阪市北区 BAR OKITA
大阪市北区 ぶどう酒バル虎月堂
大阪市北区 炭焼商店サカトリーナ
大阪市北区 バークラブクラブ
大阪市北区 BAR STYLE
大阪市北区 珈琲専門店マック
大阪市北区 Ｌｅ Ｃｈｉｅｎ
大阪市北区 BarLcony
大阪市北区 UPSTART
大阪市北区 casual x beer ACE
大阪市北区 ライトゲージ
大阪市北区 幸太楼
大阪市北区 うえだ
大阪市北区 居酒屋 KENNY
大阪市北区 権兵衛
大阪市北区 ＢＡＲ ＥＬ ＳＯＬ
大阪市北区 春奈家
大阪市北区 マヅラ ジョニーウォーカー
大阪市北区 ネストボックス
大阪市北区 G＆ｂａｒ
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大阪市北区 SHOTBAR  OAR
大阪市北区 日本料理 桂
大阪市北区 肉炭馨和衷
大阪市北区 カレーハウスT＆A 南森町店
大阪市北区 寺田屋
大阪市北区 Caupona
大阪市北区 らり
大阪市北区 らーめん伊藝
大阪市北区 おくどさん小柴
大阪市北区 Bar E ・ L 
大阪市北区 ちーふの店 なかじま
大阪市北区 Le Rire
大阪市北区 酒蔵九州
大阪市北区 アーベント
大阪市北区 壱信 いっしん
大阪市北区 GOLD
大阪市北区 MEMBERSいろは
大阪市北区 喫茶アリサ
大阪市北区 星の家
大阪市北区 パイン・バー
大阪市北区 白鳥
大阪市北区 酒菜お食事うえっち
大阪市北区 DIA5
大阪市北区 ILTerra
大阪市北区 あうる
大阪市北区 バーヒラマツウメダ
大阪市北区 中崎バル エストレージャ
大阪市北区 石見
大阪市北区 さすらいのカンテキ天六酒場
大阪市北区 時廣
大阪市北区 Bro's（ブロス）
大阪市北区 いわせ
大阪市北区 くるる
大阪市北区 串かつ生野
大阪市北区 シャンパン＆醤油BAR フルートフルート
大阪市北区 BAR23
大阪市北区 OTTANTOTTO 
大阪市北区 ＴＡＫＡＲＡ
大阪市北区 梅田FLAMiNGO
大阪市北区 韓国料理ソウル
大阪市北区 にしひら
大阪市北区 ラクレール
大阪市北区 Oldies Bar ff
大阪市北区 Cafe&Bar おふと
大阪市北区 居酒家 たけ福
大阪市北区 BAR F*CK
大阪市北区 Story
大阪市北区 ともかず商店
大阪市北区 やまがそば
大阪市北区 洋食堂 ゴメンネ JIRO
大阪市北区 でこ
大阪市北区 光州
大阪市北区 ライムライト
大阪市北区 衣笠
大阪市北区 TORATTORIA Gus亭
大阪市北区 囲炉裏バーKP
大阪市北区 アッソダヤマグチ
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大阪市北区 本安兵衛
大阪市北区 髙木鮮魚店
大阪市北区 玄武
大阪市北区 鮨 天使
大阪市北区 肉割烹ふたご北新地店
大阪市北区 PIZZA SALVATORE CUOMO 梅田 ＆ TheBAR
大阪市北区 デトールアブルーエ 阪急三番街店
大阪市北区 酒蔵鍋
大阪市北区 ナポリの食堂 アルバータ・アルバータ
大阪市北区 ターリー屋大阪駅前第３ビル店
大阪市北区 ステーキ蔵文
大阪市北区 知留久 本店
大阪市北区 御岳さん
大阪市北区 やまんそら
大阪市北区 東梅田AZYTATE
大阪市北区 eX（エックス）
大阪市北区 vividcrew madame 2nd virgin はなれ
大阪市北区 オリエンタルスプーン西天満店
大阪市北区 喜楽
大阪市北区 食事処へそ
大阪市北区 BAR ACCA
大阪市北区 スナック サチ子
大阪市北区 Bar Craftman
大阪市北区 裕
大阪市北区 一富士
大阪市北区 築港麵工房中之島店
大阪市北区 割烹 小森
大阪市北区 ブリックス
大阪市北区 y et vin,sourire
大阪市北区 韓国料理屋マシ亭
大阪市北区 酒処晴天
大阪市北区 West
大阪市北区 お好み焼 てんぐ 中津店
大阪市北区 514
大阪市北区 寿し秋野
大阪市北区 くすのき
大阪市北区 お好み焼ひろ
大阪市北区 CAROL
大阪市北区 季節料理 川上
大阪市北区 一国一城
大阪市北区 絶対餃子
大阪市北区 ツキアカリ
大阪市北区 JADE
大阪市北区 姜家
大阪市北区 PASHA
大阪市北区 絶対唐揚
大阪市北区 Riry
大阪市北区 Equator
大阪市北区 旬の魚と季節のお料理 くすの木
大阪市北区 かのん筧
大阪市北区 BAR JURA
大阪市北区 マニフィーク
大阪市北区 HANETO
大阪市北区 徳田酒店 第3ビルB2店
大阪市北区 まつうら
大阪市北区 スナック グレ
大阪市北区 備長炭焼き鳥 心
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大阪市北区 旬彩 楽市
大阪市北区 マルセロ
大阪市北区 あじゅ
大阪市北区 大和路
大阪市北区 サケトリー
大阪市北区 ファミリーフルーツフレッシュ
大阪市北区 BeBe倶楽部
大阪市北区 Non's 34
大阪市北区 なかの家
大阪市北区 博多女
大阪市北区 のんのん。
大阪市北区 野球酒場こにし
大阪市北区 レイル
大阪市北区 鮨処川﨑
大阪市北区 Blanc Chouette
大阪市北区 椿
大阪市北区 鉄板焼 誉
大阪市北区 トムントコ
大阪市北区 蕎麦福一
大阪市北区 エデンの東
大阪市北区 スナック 艶
大阪市北区 宇鳥天
大阪市北区 板前割烹 市橋
大阪市北区 お好み鉄板焼 万き
大阪市北区 ピーシーズ
大阪市北区 38
大阪市北区 riluce
大阪市北区 サロンカフェ零
大阪市北区 旬菜 咲咲
大阪市北区 ガーデンカフェ
大阪市北区 風林火山
大阪市北区 炭焼呑処うまとら
大阪市北区 カブトムシ
大阪市北区 つどい処 鮨 旬三郎
大阪市北区 Maido
大阪市北区 鮨大心
大阪市北区 レインボー
大阪市北区 Alto Tritone
大阪市北区 天麩羅いづも
大阪市北区 あおぎり
大阪市北区 立ち呑み処まる
大阪市北区 ニワカbar
大阪市北区 錦厨 中華料理
大阪市北区 三丁目の珈琲店
大阪市北区 Shot Bar Gee
大阪市北区 天真爛漫PAGODA
大阪市北区 勇気楼
大阪市北区 北新地ぎょうざ家
大阪市北区 南所豆花
大阪市北区 お茶漬けBAR Can's
大阪市北区 chel'c
大阪市北区 紙なべ蘆月
大阪市北区 Honey-na
大阪市北区 播鳥 西梅田店
大阪市北区 ストレンジ フルーツ
大阪市北区 四季乃味 今井きしょう
大阪市北区 三樹
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大阪市北区 鶏魂鳥福
大阪市北区 ShotBar S-Heart
大阪市北区 おし鳥
大阪市北区 西洋菓子処シェール
大阪市北区 日本酒バーつるばら
大阪市北区 串しゃぶ菜彩
大阪市北区 酒々菜々 遊た～ん
大阪市北区 北新地空海
大阪市北区 TANPOPO
大阪市北区 北新地 串柾
大阪市北区 鉄板ステーキ 淀屋
大阪市北区 Pensee
大阪市北区 バルチョップ
大阪市北区 梅田産直市場
大阪市北区 北新地 丸鶏屋
大阪市北区 スナック十勝野
大阪市北区 北新地 なか尾
大阪市北区 Bar-Lay Cafe Milu
大阪市北区 stand bar Chiaki
大阪市北区 トモ
大阪市北区 バーターゲット
大阪市北区 akky-B
大阪市北区 串カツ七福神
大阪市北区 Lotus
大阪市北区 TORIMO
大阪市北区 鉄板焼Bon's
大阪市北区 Bar Capricorn 
大阪市北区 花
大阪市北区 イタリアンバル ボーノロッソ
大阪市北区 No.20
大阪市北区 粋魚むらばやし
大阪市北区 太らん
大阪市北区 麺2
大阪市北区 ゆかり
大阪市北区 Lounge Queen 
大阪市北区 くろこ家
大阪市北区 FirebomBAR
大阪市北区 WHITE RABBIT TAVERN
大阪市北区 こひろ
大阪市北区 アイロニック
大阪市北区 割烹 幾久
大阪市北区 堂島ジゴロ
大阪市北区 サントリーローズ
大阪市北区 Ambiente
大阪市北区 spacering cafedining
大阪市北区 シンシャ
大阪市北区 中華料理遥華3ビル店
大阪市北区 肴×串すたんど おぼら
大阪市北区 北新地こまつ
大阪市北区 酒菜せお
大阪市北区 だぶるくぉてーしょん粋
大阪市北区 門
大阪市北区 スナックまろうど
大阪市北区 お酒とおばんざいすいか
大阪市北区 ジム・マッキュワンバー Jim McEwan Bar
大阪市北区 炭割烹誉
大阪市北区 ランゴロ

67 / 136 ページ



市町村名 施設名称

※この一覧は、お申し出いただいた皆様であり、支給が決定された一覧ではありませんのでご留意ください。
                  （この一覧の情報は、申請書の記載内容に基づいています。）                   【順不同】

ご協力のお申し出をいただきました施設の一覧（令和3年11月22日公表分）

大阪市北区 BISTROQUET YAMANE
大阪市北区 まるや
大阪市北区 85stcoffee
大阪市北区 K's 倶楽部
大阪市北区 K's bar
大阪市北区 chirin
大阪市北区 玉鬘
大阪市北区 喜禄
大阪市北区 寿司中村
大阪市北区 海の彼方
大阪市北区 セレンディピティ
大阪市北区 味粋 千なり
大阪市北区 ごはん屋 ほのか
大阪市北区 酒と肴 にこ
大阪市北区 和×伊 大衆酒場カランコロン
大阪市北区 とりやん
大阪市北区 マジックバーミストフェリーズ
大阪市北区 サダクロ
大阪市北区 グリルMonster
大阪市北区 soui串風
大阪市北区 寿司処えにし
大阪市北区 Live Bar B-flat
大阪市北区 梅田お初天神大人の神戸牛焼肉
大阪市北区 串揚げTAKENAKA
大阪市北区 ゆるりや まどか
大阪市北区 SOUTHERN PEAS
大阪市北区 Serendip
大阪市北区 うずる 渦流
大阪市北区 colors
大阪市北区 8C
大阪市北区 ペース
大阪市北区 Be1
大阪市北区 Infinity
大阪市北区 酒肴人三昧人
大阪市北区 花
大阪市北区 KITASHINCHI LOUNGE 松田
大阪市北区 台所や
大阪市北区 カラオケＢar Ｔomo
大阪市北区 LOTUS
大阪市北区 割烹 小澤
大阪市北区 きたがわ
大阪市北区 がばちょ
大阪市北区 DELI CHICA(デリチカ)
大阪市北区 桜屋
大阪市北区 天神橋おおもり
大阪市北区 ヘルメス
大阪市北区 季節料理佳容
大阪市北区 森本
大阪市北区 DUNGAREE
大阪市北区 Cafe&Dining SugarCube
大阪市北区 リゾートイン・ディパーチャ
大阪市北区 ラウンジFunny
大阪市北区 インタープレイ8
大阪市北区 ItalianStyle110ALFonte
大阪市北区 癒酒屋お花
大阪市北区 立ち飲み処 はんなり
大阪市北区 Mint(みんと)
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大阪市北区 BROOKLYN 
大阪市北区 中国酒家福龍園
大阪市北区 花カフェid
大阪市北区 レストランオリビエルフランソワ
大阪市北区 for you 伸子
大阪市北区 寿司一心
大阪市北区 SHOT BAR Ｔｉｄｅ
大阪市北区 BA-RU ONE
大阪市北区 BAR VIOLIN
大阪市北区 居酒屋割烹ほたる
大阪市北区 ｊ
大阪市北区 Bar and Diner VIVAHAUS
大阪市北区 J's Bar
大阪市北区 Italian Bar 刃
大阪市北区 天ぷら割烹 昌
大阪市北区 TAB
大阪市北区 家庭料理の店かめや
大阪市北区 La Champagne
大阪市北区 bar fiika
大阪市北区 Paradise & Lunch
大阪市北区 手料理たつみ
大阪市北区 空
大阪市北区 STANDBAR ENC
大阪市北区 焼き鳥クカバラ
大阪市北区 ＤＵＣＫＳ！ＯＳＡＫＡ
大阪市北区 standふじもと
大阪市北区 愛想屋西天満店
大阪市北区 居酒屋なんもり
大阪市北区 KOHOKU
大阪市北区 韓喰
大阪市北区 ナカザキカフェ
大阪市北区 あみ焼きみよし
大阪市北区 ベネフィット
大阪市北区 大葉屋
大阪市北区 kamada kitchen
大阪市北区 鶏屋Jizo
大阪市北区 カルネ
大阪市北区 TIMA
大阪市北区 Venus(ヴィーナス）
大阪市北区 北新地 鮨 なか川
大阪市北区 鮨 大吾
大阪市北区 ミンミン 桜橋
大阪市北区 オステリア コモド・ヒロ
大阪市北区 KAJU
大阪市北区 コアラ食堂
大阪市北区 CRC -COMMUNICATION ROCK CITY-
大阪市北区 食膳軒
大阪市北区 無膳福助
大阪市北区 花彩
大阪市北区 CURRY SHOP MORIKYU 
大阪市北区 Season&Co.
大阪市北区 ガーデンカフェ
大阪市北区 ＳＴＡＭＰＥＤＥ （スタンピート）
大阪市北区 R・J
大阪市北区 CAFEPLAYSNICE
大阪市北区 クラブ Cura
大阪市北区 焼肉どうらく お初天神店
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大阪市北区 BAGUS Indonesian Kitchen
大阪市北区 佐竹
大阪市北区 千倉
大阪市北区 アンティーク
大阪市北区 なごみ
大阪市北区 七福神扇町駅前店
大阪市北区 ブラックムース
大阪市北区 ラウンジリーブル
大阪市北区 焼鳥にのや
大阪市北区 喫茶オリオン
大阪市北区 天富
大阪市北区 さくら樹
大阪市北区 La SALUTE
大阪市北区 Le chemin
大阪市北区 港
大阪市北区 寿司惣彩えんた
大阪市北区 Prima
大阪市北区 串かつやま
大阪市北区 エピス
大阪市北区 Bar,K
大阪市北区 bar GORILLA
大阪市北区 さくら草
大阪市北区 老松鮨処よしか
大阪市北区 DINING BAR YUMMY SMILE 
大阪市北区 salvis
大阪市北区 北新地うどん薮や
大阪市北区 luce
大阪市北区 居酒屋てんちょ
大阪市北区 あわ葡萄
大阪市北区 中華料理ひげ
大阪市北区 語り場スナック４U
大阪市北区 shot BAR syun
大阪市北区 sex ba
大阪市北区 東海園
大阪市北区 BAR PREMIER
大阪市北区 ダイニングバー4038
大阪市北区 天ぷら割烹佐とう
大阪市北区 カラクリLab.
大阪市北区 Todo o Mundo
大阪市北区 反欠
大阪市北区 北新地 喜多郎寿し
大阪市北区 ポワロ
大阪市北区 BAR PROGRESSO
大阪市北区 COMRADE
大阪市北区 Tomarigi
大阪市北区 和み酒仁
大阪市北区 Maison de flamingo 
大阪市北区 立ち呑み くにし
大阪市北区 ステーキつじ
大阪市北区 駄菓子cafe&Barエンス
大阪市北区 ウォーターボーイズ
大阪市北区 天馬
大阪市北区 北新地しゃぶ亭
大阪市北区 焼肉弌
大阪市北区 ダイナーコインロッカー
大阪市北区 寅屋
大阪市北区 ＬＩＭＯＮＡＤＡ Ｅｓｐｒｅｓｓｏ＆Ｂａｒ
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大阪市北区 ラウンジ大石
大阪市北区 ビフテキのカワムラpremium北新地店
大阪市北区 Wine Bar Filer
大阪市北区 ＣＵＩＳＩＮＵ ＭＡ
大阪市北区 鶏玉 天五店
大阪市北区 炭焼牛たん東山ルクア大阪店
大阪市北区 大阪堂島とろ家 阪急三番街店
大阪市北区 吉豊
大阪市北区 炭火串焼そら
大阪市北区 広東名菜 紅茶
大阪市北区 Kimagure French黒猫 北新地店
大阪市北区 大和屋さんげん 大阪梅田店
大阪市北区 コキリ
大阪市北区 山ひげ
大阪市北区 豚のしっぽと鶏のとさか
大阪市北区 庵いおり
大阪市北区 uralobby
大阪市北区 Labo（ラボ）
大阪市北区 阿喜
大阪市北区 KONG
大阪市北区 鮨瀧本
大阪市北区 BAR Salon39
大阪市北区 Bar MOCO
大阪市北区 サーモンベーネ鮭寮
大阪市北区 JOBARA 
大阪市北区 スナックJUNE
大阪市北区 イケメン倶楽部MIXBARHERCULES
大阪市北区 旨い酒と肴 呑喜
大阪市北区 榮寿司
大阪市北区 Member's cuore
大阪市北区 THE HIGHLANDS（ザ・ハイランズ）
大阪市北区 AuRa
大阪市北区 中華料理八番
大阪市北区 ほっとあわとく
大阪市北区 BarBlossom
大阪市北区 たこ焼き 鍛次郎
大阪市北区 Beer bar tutto fare
大阪市北区 松阪和牛亭
大阪市北区 和榮屋
大阪市北区 橘
大阪市北区 北新地鉄板けん
大阪市北区 SHOTBAR SoaR
大阪市北区 喫茶果林
大阪市北区 バンドワゴン
大阪市北区 おばちゃんとこ
大阪市北区 酒処 虎次郎
大阪市北区 割烹いぐち
大阪市北区 スナックゆん
大阪市北区 アウロラ
大阪市北区 BAR&MAGIC くすめっと
大阪市北区 堂島かつの
大阪市北区 HUNTER
大阪市北区 ＢＡＮＡＮＡＹＡ
大阪市北区 和牛の壺やまむら
大阪市北区 まことや本舗
大阪市北区 福味
大阪市北区 うめ八
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大阪市北区 スナックAmi
大阪市北区 森サンジョヴェーゼ
大阪市北区 旬菜酒楽 こざくら
大阪市北区 もりやま屋
大阪市北区 徳川
大阪市北区 壺天
大阪市北区 ピアニシモ
大阪市北区 H u g
大阪市北区 レクラン
大阪市北区 赤のれんすし
大阪市北区 スパイスバル カレーパニック
大阪市北区 メンバーズ ウィルミナ
大阪市北区 peter
大阪市北区 クリスタルエー
大阪市北区 BISTRO TSUNORI 
大阪市北区 天晴
大阪市北区 SAKE 玄座
大阪市北区 Ｌａ．キャトルセゾン
大阪市北区 木暮
大阪市北区 ZEN
大阪市北区 御食事処 たつみ
大阪市北区 花こよみ
大阪市北区 焼肉 いろり
大阪市北区 吉乃
大阪市北区 La Barcaccia
大阪市北区 石焼地鳥 石庵 西梅田店
大阪市北区 ハリんち
大阪市北区 北新地なおらい
大阪市北区 中華料理 金明飯店 本店
大阪市北区 名門匠
大阪市北区 おでん 八重福
大阪市北区 焼肉 蔵人
大阪市北区 gaga
大阪市北区 まちゃど
大阪市北区 ボビノ
大阪市北区 株式会社 北サンボア洋酒店
大阪市北区 北新地 五鉄
大阪市北区 ANTARES
大阪市北区 Teppan x Wine 堀 by NISHIDERIA
大阪市北区 お好み焼ねぎ焼 五菜
大阪市北区 ステーキハウス仲間
大阪市北区 魚屋わらじ
大阪市北区 Anges Anges シャンパン通り
大阪市北区 萬作
大阪市北区 ミニマム
大阪市北区 お好み 鉄板 のき
大阪市北区 鶏匠 暁
大阪市北区 La pupilla
大阪市北区 SNACK 玉ちゃん
大阪市北区 絶対豚派！！
大阪市北区 朝引き鶏と旬味 彩鶏鳥
大阪市北区 アンティコカフェアルアビス ハービスプラザエント店
大阪市北区 割烹むつごろう
大阪市北区 ドン釜ワールド
大阪市北区 one's Alley
大阪市北区 カフェここから
大阪市北区 千万喜

72 / 136 ページ



市町村名 施設名称

※この一覧は、お申し出いただいた皆様であり、支給が決定された一覧ではありませんのでご留意ください。
                  （この一覧の情報は、申請書の記載内容に基づいています。）                   【順不同】

ご協力のお申し出をいただきました施設の一覧（令和3年11月22日公表分）

大阪市北区 中華料理 琳蘭
大阪市北区 カミナール
大阪市北区 寿司処かい原
大阪市北区 BAR山上 (バーヤマガミ)
大阪市北区 宮生
大阪市北区 大宇なか野そば
大阪市北区 寿司居酒屋ひろ
大阪市北区 野球酒場 酔勝家
大阪市北区 酒と肴SAi
大阪市北区 黒川ステーキハウス
大阪市北区 肉鍋しゃぶしゃぶ029番地
大阪市北区 はつ瀬
大阪市北区 徳間
大阪市北区 メンバーズ リロ
大阪市北区 田上
大阪市北区 陽だまり
大阪市北区 KiKi
大阪市北区 Ｍｕｕ
大阪市北区 浪速割烹昇
大阪市北区 居酒屋ぎょっちゃん
大阪市北区 寿し花ざくら
大阪市北区 Ｏｌｉｖｅ
大阪市北区 華風菜春陽味な旅
大阪市北区 Winestand Perche
大阪市北区 老松ひさ乃
大阪市北区 奏や
大阪市北区 Spice Jungle
大阪市北区 HERMITS（エルミッツ）
大阪市北区 モスクワプリュスシェミ
大阪市北区 中菜Ｌａｂｏ朝陽
大阪市北区 酒とチーズと自由とENERGY
大阪市北区 春穂
大阪市北区 カフェあばんて
大阪市北区 bar Rish incanto
大阪市北区 Mosquito
大阪市北区 hal
大阪市北区 みわ屋
大阪市北区 More-rate
大阪市北区 株式会社プルニエ 新梅田食道街 プルニエ カラオケ店
大阪市北区 台湾ラーメン屋 至極の麺 華
大阪市北区 ひでちゃんと
大阪市北区 おでんおぐら
大阪市北区 Barりんか
大阪市北区 チャイニーズビストロ明翔
大阪市北区 天平
大阪市北区 とり焼かん美
大阪市北区 バー リリー
大阪市北区 高校野球BAR 高三の夏
大阪市北区 福島上等カレー扇町通店
大阪市北区 相撲茶屋 寺尾 大阪店
大阪市北区 相撲料理 志が 堂島店
大阪市北区 日本酒 かんき
大阪市北区 キューズクラブ
大阪市北区 串かつ料理 活 阪急三番街店
大阪市北区 クロノス
大阪市北区 しんきょうパートⅡ
大阪市北区 ミスタードーナツ梅田東店
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大阪市北区 正起屋 阪急三番街店
大阪市北区 堂島サンボア バー
大阪市北区 古潭
大阪市北区 Bar Leigh
大阪市北区 穂々恵み
大阪市北区 やさい村元気
大阪市北区 wine salon GEORGIA
大阪市北区 ステーキハウス トライ 大阪駅前第1ビル店
大阪市北区 賢人-かしこびと-
大阪市北区 海幸丸百番
大阪市北区 カラワン
大阪市北区 味楽房
大阪市北区 たこ焼き専門店カリトロ
大阪市北区 GARA KITCHEN
大阪市北区 焼肉割烹はま正
大阪市北区 南森町きんせい
大阪市北区 パキスタン料理 ドージマムガル（堂島ムガル）
大阪市北区 龍ノ蔵
大阪市北区 バーサンボア
大阪市北区 ショットバーペコ
大阪市北区 Bistro La ratatouille
大阪市北区 GAZIN ガザン
大阪市北区 Tk-bar
大阪市北区 CLUB  LEGGENDA
大阪市北区 親方 堂島アバンザ店
大阪市北区 BOOKMARK
大阪市北区 FISH
大阪市北区 プチフルール
大阪市北区 club go
大阪市北区 NISHIDERIA Falo
大阪市北区 や満祢 本店 二葉ビル
大阪市北区 ラサ
大阪市北区 黒毛和牛肉匠 本邸
大阪市北区 五色そうめんBar ぶろんれちゅ
大阪市北区 MAGCHE
大阪市北区 jack in the Box
大阪市北区 天麩羅とお蕎麦 三輪
大阪市北区 天すし
大阪市北区 FUJIWARA
大阪市北区 CHINA BISTRO imose
大阪市北区 ブラッスリーランコン
大阪市北区 膳途洋々
大阪市北区 蔵DEUX
大阪市北区 ICHIFUJI
大阪市北区 PEG LINE ペグライン
大阪市北区 日本酒とウイスキー こばち
大阪市北区 story
大阪市北区 坂井カレー
大阪市北区 Bar SUWARO nest
大阪市北区 BAR EXPAT
大阪市北区 No.19
大阪市北区 BAR FROLIC
大阪市北区 バーネムリ
大阪市北区 雅
大阪市北区 なかみせ
大阪市北区 ヴィンテージ イン
大阪市北区 BAR波波
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大阪市北区 シャンデリ
大阪市北区 得得南森町店
大阪市北区 凪
大阪市北区 zappa
大阪市北区 北新地 馬虎亜
大阪市北区 miley
大阪市北区 フルール
大阪市北区 colonie
大阪市北区 うまいもん家18
大阪市北区 青ノBAR或ルとき
大阪市北区 ゆんたく
大阪市北区 Member's本田
大阪市北区 Fresta
大阪市北区 さくら北夙川
大阪市北区 もりおか
大阪市北区 うたり亭
大阪市北区 あふろ
大阪市北区 くだものだもの
大阪市北区 PERTICA
大阪市北区 カウンターバー 茂茂
大阪市北区 cafebar 月兎
大阪市北区 居酒屋 ぜん
大阪市北区 ちょっとながやま kitashinchi
大阪市北区 串安亭
大阪市北区 Lounge孝子
大阪市北区 BAR 宗
大阪市北区 鮨処 利久
大阪市北区 ぶどう畑
大阪市北区 ラウンジいづみ
大阪市北区 bar Candle
大阪市北区 カリー＆ダイニングス ガラム
大阪市北区 寿司ふじ本
大阪市北区 Ｃｏｌ
大阪市北区 Bar宵待
大阪市北区 ニューオークラ
大阪市北区 レオン
大阪市北区 にこらしか
大阪市北区 居酒屋 兆か繁
大阪市北区 マジックバーランディー
大阪市北区 LIVEHOUSE Rumio
大阪市北区 吉
大阪市北区 ponimoi
大阪市北区 AdamEva
大阪市北区 ーTARUー
大阪市北区 cafe bar mosh
大阪市北区 はまじま
大阪市北区 あじ平曽根崎
大阪市北区 Bar AO
大阪市北区 MOOG
大阪市北区 居酒屋かねこ
大阪市北区 Katsuya charcoal grill steakhouse
大阪市北区 音凪
大阪市北区 ScuBar
大阪市北区 LE THEATRE
大阪市北区 寿し処 和
大阪市北区 酒肴屋かわむら
大阪市北区 麻雀倶楽部セブン
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大阪市北区 japanese tea & bar senn.
大阪市北区 近松
大阪市北区 天ぷらとワイン 加治木
大阪市北区 スローインター
大阪市北区 福助
大阪市北区 メンバーズKitano
大阪市北区 Bar石田
大阪市北区 コバチ咖喱 COBACHICURRY
大阪市北区 ディアマール
大阪市北区 山寺和尚のお店 古髙
大阪市北区 ベル
大阪市北区 たきはた
大阪市北区 樹の下
大阪市北区 Brilliant.
大阪市北区 スナックロン
大阪市北区 BAR THE MEMORY
大阪市北区 Ace
大阪市北区 酒肴デンデケ
大阪市北区 さらぼーん
大阪市北区 ぶらんにゅう亭
大阪市北区 日本酒ビストロオダギリ
大阪市北区 北新地らるじゅ
大阪市北区 カラオケ喫茶 ピッコロ
大阪市北区 らいよはうす
大阪市北区 日本の四季を楽しむ はも・ふぐ料理 創作割烹 新地のやすらぎ
大阪市北区 ソファー
大阪市北区 ANTZ大阪北新地
大阪市北区 おばんざいや万菜
大阪市北区 Bar Bambi
大阪市北区 まつだ
大阪市北区 愛子
大阪市北区 スナックこころ
大阪市北区 FEAST
大阪市北区 カフェ スーク
大阪市北区 茂楽樹
大阪市北区 居酒屋ファースト
大阪市北区 梅田北前 佐勘
大阪市北区 クラブシェリー
大阪市北区 みんなのひみつきち
大阪市北区 伊勢海老鍋いろは
大阪市北区 le beau temps
大阪市北区 お好み焼き はた坊
大阪市北区 白兎
大阪市北区 BarMar
大阪市北区 バル THANK YOU
大阪市北区 北新地 眞海
大阪市北区 中国料理 天祥
大阪市北区 バルバラマーケットプレイス 本店
大阪市北区 MEAT BOY N.Y
大阪市北区 ニューサントリーファイブ
大阪市北区 SABAR阪急三番街店
大阪市北区 たべてや一得 福島店
大阪市北区 沖縄居酒屋 轟屋
大阪市北区 魚匠 銀平 北新地店
大阪市北区 街の肉バルBuff南森町店
大阪市北区 FrenchTapas＆Wine le comptoir
大阪市北区 la sow
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大阪市北区 伊江人酒場
大阪市北区 圓石本店
大阪市北区 カフェーサラtoアン
大阪市北区 レストランOKINAWA
大阪市北区 炉禅・巻きんしゃい
大阪市北区 グリルロン
大阪市北区 焼肉 虎龍
大阪市北区 The Silver Lining
大阪市北区 和牛焼肉泰山
大阪市北区 民芸料理 串庵
大阪市北区 福好
大阪市北区 ＶＩＮ ｄｅ ＶＩＮ
大阪市北区 カラオケ＆バーふくちゃん
大阪市北区 味楽
大阪市北区 BAR Hardi Orge
大阪市北区 motaba
大阪市北区 GIRAFFE
大阪市北区 御料理仕出し美乃家
大阪市北区 スナック喝采
大阪市北区 和酒BARま
大阪市北区 月と太陽
大阪市北区 遊空間Shinsui 2
大阪市北区 Double.Y
大阪市北区 弓しげ
大阪市北区 ろうす亭
大阪市北区 foryouフォーユー
大阪市北区 虹
大阪市北区 グロリエット
大阪市北区 ラウンジ五番街
大阪市北区 遊びBARルーツ
大阪市北区 徳永
大阪市北区 居酒屋マルタ
大阪市北区 おざ和
大阪市北区 CHEESE HOLIC BAR
大阪市北区 Member's STONE
大阪市北区 ふくふく
大阪市北区 和食いいくら
大阪市北区 食楽こつま
大阪市北区 スナック 梅の木
大阪市北区 お好み焼 きよ美
大阪市北区 HIMALAYAN SPICE
大阪市北区 リトル ボン
大阪市北区 食堂燈
大阪市北区 PARAISO
大阪市北区 ベルエポック
大阪市北区 スナックとも
大阪市北区 北新地新明石鮓
大阪市北区 居酒屋 やよい
大阪市北区 サンドリオン
大阪市北区 聚香園
大阪市北区 季節料理 佳楽
大阪市北区 ひさご
大阪市北区 SBASE
大阪市北区 LIVEALIVE
大阪市北区 レオメンバーズ
大阪市北区 鳥きち
大阪市北区 テンロクマンジサケテン
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大阪市北区 新田バー
大阪市北区 妻味
大阪市北区 たこ焼きと海鮮海団治
大阪市北区 炭火焼肉精竜
大阪市北区 真波炉
大阪市北区 Cepage
大阪市北区 キャンディライオン
大阪市北区 おばんざい ひなた
大阪市北区 Sparkle
大阪市北区 淀
大阪市北区 カレー倶楽部ルウ 南森町店
大阪市北区 ステーキデボン
大阪市北区 casa M
大阪市北区 OH NICK
大阪市北区 有閑マダム 優雅（エレガンス）
大阪市北区 鉄板串酒場 しん家
大阪市北区 しゃぶしゃぶnewKOBE堂島店
大阪市北区 SHIBIRE-NOODLES 蠟燭屋 大阪店
大阪市北区 和ばる湊 天満店
大阪市北区 Salon de S
大阪市北区 海都
大阪市北区 オープンドア
大阪市北区 豹紋
大阪市北区 活魚すし じねん お初天神店
大阪市北区 ニッカブロックパーク天神橋店
大阪市北区 珍竹林 阪急東通り店
大阪市北区 堂山食堂
大阪市北区 一品居
大阪市北区 ゲームバー236
大阪市北区 CAFE LAPINE 36
大阪市北区 MAX CAFE梅田WEST
大阪市北区 鉄板居酒屋ここ家
大阪市北区 元祖串しゃぶ専門店まつたけ
大阪市北区 しおつる
大阪市北区 ナチュラル・カフェ菜園
大阪市北区 さぬきうどん四國屋
大阪市北区 LE VINBIEN
大阪市北区 神戸マッスルホルモン 天満店
大阪市北区 てつたろう
大阪市北区 サーティ／フィフティ ３０／５０
大阪市北区 オイゴニラボ
大阪市北区 HOLIMASALA
大阪市北区 うち田
大阪市北区 たこ焼道楽わなか 天四店
大阪市北区 味楽
大阪市北区 Bacchus
大阪市北区 樹木
大阪市北区 北新地しえん
大阪市北区 旅人シェフのタイ食堂KHAO
大阪市北区 まどあかり
大阪市北区 中国料理 遙華
大阪市北区 あったか手料理心晴
大阪市北区 サロンド大島
大阪市北区 Le Marrakech
大阪市北区 Pur（ピュール）
大阪市北区 貴船
大阪市北区 はる
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大阪市北区 地どり焼でんえん
大阪市北区 屋台酒場リーダー
大阪市北区 井津長
大阪市北区 小さなスナック 順子
大阪市北区 いか里
大阪市北区 ナオズプレイス
大阪市北区 OggiNovita
大阪市北区 Tenjinbashi Sankaku
大阪市北区 さかづき
大阪市北区 スナック凛
大阪市北区 桜島
大阪市北区 Pile Driver
大阪市北区 粋
大阪市北区 Cloud9
大阪市北区 季節料理 中家(あたりや)
大阪市北区 河春
大阪市北区 鉄板料理とクラフトビールBnD
大阪市北区 koyuki
大阪市北区 味見屋
大阪市北区 Dining bar camp
大阪市北区 煌めく
大阪市北区 Bar聚闇
大阪市北区 藤羽
大阪市北区 聖良I
大阪市北区 BAR  IVY
大阪市北区 カミング
大阪市北区 ユカイロ。。
大阪市北区 堂島 味彩家
大阪市北区 GRACE
大阪市北区 BARFAKE
大阪市北区 宇和海料理 藝夢
大阪市北区 wie ein BLITZ
大阪市北区 堂島雪花菜
大阪市北区 蔵場(くらばー)
大阪市北区 寅馬
大阪市北区 ぱっくす 
大阪市北区 立ち呑み処時代屋
大阪市北区 パリワール南扇町
大阪市北区 Train-Train
大阪市北区 北新地冷麺館
大阪市北区 いもの蔵
大阪市北区 CRAFTROOM
大阪市北区 マイバレリーナー
大阪市北区 干物屋 陽
大阪市北区 旬彩ダイニング一歩（旬彩dinning一歩）
大阪市北区 バー黒猫
大阪市北区 おもちゃ箱
大阪市北区 堂島ビバーソ
大阪市北区 Shi an
大阪市北区 ウェイ ウェイ
大阪市北区 enishi ~RELAX DINING~
大阪市北区 ザンネン
大阪市北区 セイム
大阪市北区 Bar589 
大阪市北区 Rose Marry
大阪市北区 ＩＩＴＯＭＯ ＴＡＣＨＩ ＴＯ まどかっちぃ
大阪市北区 鉄板 日本酒 てっぺん
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大阪市北区 旬菜みつ
大阪市北区 flower
大阪市北区 Owl
大阪市北区 味道楽いわね
大阪市北区 居酒屋 ひなせ
大阪市北区 魚と日本のお酒 むく
大阪市北区 480cafe
大阪市北区 玄風館
大阪市北区 ＢＡＲ ＭＩＬＩ
大阪市北区 台湾タンパオ天五店
大阪市北区 京松蘭 南森町
大阪市北区 葛宝 GEBAO
大阪市北区 呑処はせがわ
大阪市北区 リエゾンプリュス
大阪市北区 カフェバーンホーフ 自家焙煎珈琲工房
大阪市北区 サンマルコ大阪ステーションシティ店
大阪市北区 Ace In The Hole
大阪市北区 中華居酒屋女児紅
大阪市北区 Angie
大阪市北区 中華ダイニング ザイロン
大阪市北区 さぬきうどん四国屋
大阪市北区 ドルフィンズ梅田店
大阪市北区 Palms
大阪市北区 bar moonwalk 梅田東通り店
大阪市北区 Ｎ Ｉ Ｔ Ｏ
大阪市北区 Ｍｕｓｉｃ Ｐｕｂ ２ｎｄ
大阪市北区 神戸餃子 オレギョ ハービスプラザエント店
大阪市北区 バンケットハウス
大阪市北区 日本酒とお万菜 じゃんけんポン
大阪市北区 藤花
大阪市北区 ピアチェーレ大川
大阪市北区 ハードレイン
大阪市北区 Lounge  里恵
大阪市北区 おうち居酒屋ちろり
大阪市北区 ＮＯＵＶＥ ヌーヴ
大阪市北区 えでぃさんの店
大阪市北区 黒
大阪市北区 BAR Little Star
大阪市北区 手羽唐自慢うっちー
大阪市北区 かず
大阪市北区 think食堂
大阪市北区 童
大阪市北区 BAR TOBE...
大阪市北区 串カツ処 串忘
大阪市北区 ベティママ
大阪市北区 きち屋
大阪市北区 オステリアダパオロ
大阪市北区 杜氏屋
大阪市北区 すえひろ
大阪市北区 Ｍｏｒｅ
大阪市北区 BlueWave
大阪市北区 ワンリゾート
大阪市北区 マイウェイ
大阪市北区 bistro terroir
大阪市北区 T.K.B
大阪市北区 Ｋａｎｙａｋｕｍａｒｉ
大阪市北区 Bar memphis 
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大阪市北区 うお徳
大阪市北区 サウンドエレガンス
大阪市北区 プチ・シャンス
大阪市北区 お酒の美術館北新地店
大阪市北区 シレーヌ
大阪市北区 ｃｏｔｔｏｎ
大阪市北区 まどか
大阪市北区 Lily-リリィ-
大阪市北区 Bar vigor
大阪市北区 岩手志賀
大阪市北区 居酒屋結び
大阪市北区 扇町酒場絆や
大阪市北区 cafe&bar  spoon
大阪市北区 かんさいだき常夜燈 豊崎本家
大阪市北区 炭焼き専門ひととき
大阪市北区 源氏の夢
大阪市北区 MIDIAN
大阪市北区 天満市場奴寿し
大阪市北区 VIOLA
大阪市北区 Bardis
大阪市北区 メンバーズサロン MARINO
大阪市北区 信州そば中崎店
大阪市北区 Dio
大阪市北区 DSO09
大阪市北区 KiKi
大阪市北区 まこと
大阪市北区 ウーニーポンポンカウカウ
大阪市北区 長崎亭
大阪市北区 中之島  本南鉄火
大阪市北区 BEAR plus
大阪市北区 和洋酒 mii
大阪市北区 すし処次郎丸
大阪市北区 ん
大阪市北区 焼きふぐ優ふく北新地店
大阪市北区 ハッシュタグ
大阪市中央区 クラブ エスポワール
大阪市中央区 ラーメン 一八
大阪市中央区 神戸つくねや谷町７丁目劇場
大阪市中央区 マルカッサン
大阪市中央区 響
大阪市中央区 合格や
大阪市中央区 ダイアデム
大阪市中央区 イルチェント平野町 IL CENTO
大阪市中央区 炭火やきとり なごみや
大阪市中央区 カフェ マハナ
大阪市中央区 焼肉 神戸屋
大阪市中央区 BAR GROTTO
大阪市中央区 活ふく料理かみいし
大阪市中央区 ワイン食堂アレコレ
大阪市中央区 本町俱楽部
大阪市中央区 USHINABE森ノ宮店
大阪市中央区 海鮮坊豆撈
大阪市中央区 炭火焼肉 けむたい家
大阪市中央区 ＶＩＮＥＲＩＡ ＶＩＡＶＩＮＯ
大阪市中央区 インドレストランアカース
大阪市中央区 らかんか
大阪市中央区 味季和菜ほうれん草
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大阪市中央区 和風カフェはらいそ PARAISO
大阪市中央区 STANDING BAR H
大阪市中央区 ミナミオールスターズ
大阪市中央区 しる芳
大阪市中央区 ridet
大阪市中央区 Bar トレイシー
大阪市中央区 majo
大阪市中央区 BANGKOKU BAR-&RESTAURANT
大阪市中央区 お好み焼きdining みつお
大阪市中央区 お多福
大阪市中央区 なかい天満橋
大阪市中央区 ALLURE
大阪市中央区 サンロード
大阪市中央区 立ち呑み 灯
大阪市中央区 道
大阪市中央区 Free Style Bar M+
大阪市中央区 伽麗伊屋
大阪市中央区 ベアート
大阪市中央区 暴れ牛
大阪市中央区 串揚げ専門店健串
大阪市中央区 大名酒蔵
大阪市中央区 スナック梅村
大阪市中央区 肉鍋飛鳥
大阪市中央区 ワイン酒屋Mista
大阪市中央区 uraagura
大阪市中央区 砂浜ダイニングバーシェイプビーチ心斎橋店
大阪市中央区 Ｖｉｅｎｔｏ
大阪市中央区 ハーティネス上町カフェ
大阪市中央区 バグース心斎橋店
大阪市中央区 aoma coffee
大阪市中央区 Tandoor  レストBar  Ashida
大阪市中央区 幸福飯店 ハッピーハンテン
大阪市中央区 YES
大阪市中央区 M agnet
大阪市中央区 たく
大阪市中央区 ガンプラバーアイオライト
大阪市中央区 鮨天寿
大阪市中央区 仙豆
大阪市中央区 BAR MAIN
大阪市中央区 ごちそうダイニング 風のほうき
大阪市中央区 いづも
大阪市中央区 おかめ
大阪市中央区 With（ウィズ）
大阪市中央区 レイヴ
大阪市中央区 ＳＴＯＲＹ
大阪市中央区 大阪マルカレー
大阪市中央区 VEGA
大阪市中央区 Dining&Music Live Bar ヒア・カムズ・ザ・サン
大阪市中央区 幸福餃子館
大阪市中央区 SALOON高嶋
大阪市中央区 和魂
大阪市中央区 nim.
大阪市中央区 BarFluke
大阪市中央区 Zeal
大阪市中央区 Flyway
大阪市中央区 CENTER ingrowth
大阪市中央区 神生
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大阪市中央区 夢ごこち
大阪市中央区 沖縄料理花しょうぶ
大阪市中央区 Lounge Polaris
大阪市中央区 BAR HOUSE
大阪市中央区 COOL
大阪市中央区 bon-tune
大阪市中央区 AhM
大阪市中央区 バーポルコロッソ
大阪市中央区 韓国すき焼きレインボー
大阪市中央区 秘密基地ぱんどら
大阪市中央区 かなん
大阪市中央区 BAR YUUKI
大阪市中央区 黒門 三よ志
大阪市中央区 心ちや
大阪市中央区 ツギハギ堂
大阪市中央区 太陽の村
大阪市中央区 トルコ文化協会
大阪市中央区 しばいけ
大阪市中央区 おばんざいときしめん鯱しゃちほこ
大阪市中央区 BAR AVALON
大阪市中央区 スタンドプチ
大阪市中央区 珈琲館ブルグ
大阪市中央区 会員制BAR 神
大阪市中央区 bitter  sweet   ビタースイート
大阪市中央区 Bar Amaro
大阪市中央区 すし処 築地
大阪市中央区 韓国家庭料理 オモニ食堂 実華.
大阪市中央区 吉しや
大阪市中央区 道頓堀丸一屋
大阪市中央区 馳走庵 内本町店
大阪市中央区 魚一
大阪市中央区 忠見豚次郎
大阪市中央区 鳥美人
大阪市中央区 柳小路
大阪市中央区 一力
大阪市中央区 Ange
大阪市中央区 アメ村ワイン食堂VACA
大阪市中央区 みらく
大阪市中央区 Bar MK
大阪市中央区 味処けん
大阪市中央区 倶楽部チェルシー
大阪市中央区 サラン
大阪市中央区 again
大阪市中央区 洋食 さかえや
大阪市中央区 月ふたつ
大阪市中央区 一品 もうり
大阪市中央区 Ｂａｒ Ｌｅｏｎ
大阪市中央区 舞
大阪市中央区 うどん・そば処 うさぎや
大阪市中央区 With 
大阪市中央区 らでぃっしゅ
大阪市中央区 焼鳥 かつらぎ
大阪市中央区 atmosphare
大阪市中央区 Halal Kobe Beef Nagomi
大阪市中央区 鮨司すず芽
大阪市中央区 インドネパールレストラン ママ
大阪市中央区 スナックまるまる
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大阪市中央区 Y-seven Bar
大阪市中央区 ８０８
大阪市中央区 鮨けやき
大阪市中央区 ふぐとら
大阪市中央区 艶家
大阪市中央区 BAR Altopino
大阪市中央区 BBBar
大阪市中央区 大阪ホルモン天
大阪市中央区 すし処 喜奈以
大阪市中央区 カルトブランシュ
大阪市中央区 長堀橋WAXX
大阪市中央区 barmoonwalk東心斎橋店
大阪市中央区 上六食堂
大阪市中央区 食事小屋はむ86
大阪市中央区 ベースキャンプ
大阪市中央区 泰平
大阪市中央区 フレンチバル caveau de CHASSAGNE
大阪市中央区 ハーフウーマン千寿店
大阪市中央区 せぷてんBar
大阪市中央区 Dan家Ｒ
大阪市中央区 イタリアダイニング ダーク
大阪市中央区 PASSION DAINING BAR
大阪市中央区 アジノドコログスク
大阪市中央区 立ち飲み処 小町
大阪市中央区 ラウンジ 儂來
大阪市中央区 BAR BIANCA
大阪市中央区 LA･LUNA
大阪市中央区 BAR  SOPHIA
大阪市中央区 未来
大阪市中央区 心斎橋 鮨 おか﨑
大阪市中央区 おばんざい わびすけ
大阪市中央区 ばるぼらCAFE
大阪市中央区 P.ka's Bar
大阪市中央区 新勝太郎
大阪市中央区 Bar Free Man
大阪市中央区 松楽
大阪市中央区 おばんざいダイニングさつま
大阪市中央区 ＢＡＲ メンヘラの壁
大阪市中央区 La sante
大阪市中央区 中国料理 晴華
大阪市中央区 BarBlackcherry
大阪市中央区 大阪本町ありがと屋
大阪市中央区 COLZA
大阪市中央区 鈴
大阪市中央区 プリエ
大阪市中央区 Anjo
大阪市中央区 山のしずく旬菜家
大阪市中央区 Corner Shop
大阪市中央区 Terang Bulan
大阪市中央区 ダブスタ
大阪市中央区 bar gattina
大阪市中央区 スパイス料理ナッラマナム
大阪市中央区 メッサ
大阪市中央区 ジャスト ア リトル ビット ヒガシテン
大阪市中央区 スナック清水
大阪市中央区 どん本町店
大阪市中央区 レイニパール
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大阪市中央区 炭焼き鶏とつくねの店 空音
大阪市中央区 tulak
大阪市中央区 OLD ROOKIES
大阪市中央区 BOZ
大阪市中央区 東心斎橋やつづか
大阪市中央区 CAPANNA
大阪市中央区 MALIBU
大阪市中央区 酒楽座山三
大阪市中央区 お食事処こころ
大阪市中央区 酒と肴 未山
大阪市中央区 ヘーベエリュエーケ
大阪市中央区 お豆
大阪市中央区 とんかつ大喜
大阪市中央区 オステリアニンナナンナ
大阪市中央区 K.C
大阪市中央区 free barNBT
大阪市中央区 天ぷら酒場 ワカフク
大阪市中央区 お好み焼き伍栄門
大阪市中央区 喫茶軽食sawa
大阪市中央区 立ち飲み処 こっちこいよ
大阪市中央区 辛来飯
大阪市中央区 かくれんぼつぼつ
大阪市中央区 香
大阪市中央区 みまた
大阪市中央区 きっちん ぽてさら
大阪市中央区 BAR FALLOWES
大阪市中央区 ケセラセラ
大阪市中央区 インドネパールレストラン ヒマラヤン
大阪市中央区 御膳火鍋
大阪市中央区 クラブ妖精
大阪市中央区 BLUE BOOKS cafe 大阪
大阪市中央区 煌
大阪市中央区 すっぴんカフェバーなちゅらる心斎橋店
大阪市中央区 朱歌酒尊Sunny
大阪市中央区 グリル南風
大阪市中央区 ドラゴンパンチ
大阪市中央区 うるる北浜店
大阪市中央区 カフェテラストリコロール
大阪市中央区 ３９（サンキュー）
大阪市中央区 PUBLIC KITCHEN cafe 南船場店
大阪市中央区 MAMAチャイニーズレストラン
大阪市中央区 フランセ
大阪市中央区 キーマカレー専門店キーマンkey男
大阪市中央区 北浜いしころ
大阪市中央区 ｍｏｖｉｅｓ ｃａｆｅ ＭＡＴＥＲＩＡＬ
大阪市中央区 肉寿司 鉄板フレンチ 等
大阪市中央区 肉寿司 閂 catenaccio
大阪市中央区 甘熟焼芋あつ姫
大阪市中央区 望湘楼
大阪市中央区 アメリカ村スネークカフェ
大阪市中央区 サカホン酒場
大阪市中央区 ルイジアナ カフェ
大阪市中央区 Ba bar
大阪市中央区 有彩
大阪市中央区 ルサンク
大阪市中央区 ZONOZONO
大阪市中央区 Ｇ・ＢＬＵＥ
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大阪市中央区 和
大阪市中央区 Caress
大阪市中央区 bar lounge Palette
大阪市中央区 ビストロブルーキッチンアンドボトルズ
大阪市中央区 四川料理真味
大阪市中央区 CIMA
大阪市中央区 RPG
大阪市中央区 冷麺館松屋町店
大阪市中央区 moca
大阪市中央区 Win.2
大阪市中央区 club WONDER
大阪市中央区 カレー屋本舗カサデューク
大阪市中央区 あし火
大阪市中央区 香港点心小籠包専門店
大阪市中央区 居酒屋須佐
大阪市中央区 龍華軒
大阪市中央区 セイロンカリー
大阪市中央区 ワイン倶楽部本多
大阪市中央区 麺や佑
大阪市中央区 日名田
大阪市中央区 七
大阪市中央区 DIPIKA
大阪市中央区 The Beach
大阪市中央区 ステレオ
大阪市中央区 ゴールデンニャンバー
大阪市中央区 POCO A POCO
大阪市中央区 おすしや
大阪市中央区 中尾
大阪市中央区 BAR CLUTCH
大阪市中央区 Merry Hop
大阪市中央区 ｃｌｕｂ Ｂｅｌｌ
大阪市中央区 chibi
大阪市中央区 ＦＩＲＳＴ
大阪市中央区 ヨコボリ
大阪市中央区 ファイブ
大阪市中央区 炭火
大阪市中央区 Saki
大阪市中央区 カフェバーSole de Mare
大阪市中央区 居酒屋＆カフェ門
大阪市中央区 聚香園
大阪市中央区 bar shhh...
大阪市中央区 TCGBar PERMISSIONs
大阪市中央区 スナックガンガン
大阪市中央区 盛満園
大阪市中央区 Member's 藤井
大阪市中央区 Ｌ'ｅｔｅ
大阪市中央区 Bar One
大阪市中央区 BAR-GLAD
大阪市中央区 蜀道鮮
大阪市中央区 酒楽かちわり
大阪市中央区 Bible Club Osaka
大阪市中央区 魚菜処 光悦
大阪市中央区 第六感
大阪市中央区 天舞
大阪市中央区 180円あれば楽しめる酒場
大阪市中央区 G-mona
大阪市中央区 肉寿司 自称 心斎橋店

86 / 136 ページ



市町村名 施設名称

※この一覧は、お申し出いただいた皆様であり、支給が決定された一覧ではありませんのでご留意ください。
                  （この一覧の情報は、申請書の記載内容に基づいています。）                   【順不同】

ご協力のお申し出をいただきました施設の一覧（令和3年11月22日公表分）

大阪市中央区 スペースステーション
大阪市中央区 HachiRou
大阪市中央区 こなもん天国
大阪市中央区 すし処勝也
大阪市中央区 焼肉龍
大阪市中央区 nidomi
大阪市中央区 宵待草
大阪市中央区 Bar涙のイタリアンツイスト
大阪市中央区 BigTwinDiner SHOVEL
大阪市中央区 VOLVER SECOND
大阪市中央区 ｃｌｕｂ ＤＯＬＣＥ
大阪市中央区 やぐら
大阪市中央区 天平 心斎橋
大阪市中央区 Ad1st
大阪市中央区 呑み処きよ実
大阪市中央区 HAKU
大阪市中央区 ZERO
大阪市中央区 OKうちの家
大阪市中央区 アバッキオ
大阪市中央区 ミス サイアム
大阪市中央区 ＳＨＩＶＡＹ
大阪市中央区 SEIDAKO
大阪市中央区 WHOSWHO
大阪市中央区 田八
大阪市中央区 本格炭火焼肉太龍館
大阪市中央区 いか焼き パボ
大阪市中央区 肉食饗竜ミナミ心斎橋店
大阪市中央区 焼肉ちょうしゅう
大阪市中央区 Ber LEGALISS
大阪市中央区 たんぽぽ
大阪市中央区 vino
大阪市中央区 Likoa
大阪市中央区 近藤慎之介笑店
大阪市中央区 洋酒くろしお
大阪市中央区 The Sound Garden
大阪市中央区 ちょっと呑みえんな
大阪市中央区 佐之家
大阪市中央区 裕音
大阪市中央区 味乃家 本店
大阪市中央区 BRIGHT
大阪市中央区 縁(えにし)
大阪市中央区 あずみのおそば樽屋玄助
大阪市中央区 BAR CHULA
大阪市中央区 法善寺三平
大阪市中央区 彩龍飲茶薬膳料理中国茶
大阪市中央区 喫茶Jun
大阪市中央区 512CAFE&SWEETS
大阪市中央区 スタンドアタリ 中華そば当たり 点心クラブ当たり
大阪市中央区 Obelisque(オベリスク）
大阪市中央区 若鰤
大阪市中央区 タコライスCOMEDOR
大阪市中央区 萌
大阪市中央区 まさかずの店
大阪市中央区 Bar jida
大阪市中央区 海家食堂谷町店
大阪市中央区 酒房しん
大阪市中央区 ラブワインなんば店
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大阪市中央区 IGNITION
大阪市中央区 和demekin
大阪市中央区 しあわせ料理ねぎ坊主
大阪市中央区 鮨 きよ原
大阪市中央区 花道
大阪市中央区 Barあまとりあ
大阪市中央区 そば月山
大阪市中央区 Bar U.N.逢縁
大阪市中央区 bar NEUTRAL
大阪市中央区 串カツ専門店こい串
大阪市中央区 ＢＡＲ ＰＥＰＰＥＲ
大阪市中央区 メンバーズ en
大阪市中央区 Sonare
大阪市中央区 ＣＯＬＯＮＹ ｂｙ ＥＱＩ
大阪市中央区 魚菜屋 常峰
大阪市中央区 Bar Lucia
大阪市中央区 ブランドゥブラン
大阪市中央区 谷町わらかし
大阪市中央区 旬菜和かつき
大阪市中央区 CHEF'S LIBRARY
大阪市中央区 ALI'S KITCHEN
大阪市中央区 Sleazy J
大阪市中央区 キッチントゥレンタ
大阪市中央区 麺FACTORY JAWS
大阪市中央区 すし一半
大阪市中央区 酒処 依屋
大阪市中央区 ぢどり亭谷六店
大阪市中央区 MODERN
大阪市中央区 来良し
大阪市中央区 愛乃華
大阪市中央区 月
大阪市中央区 いい加減処流々
大阪市中央区 味ごよみ宗田
大阪市中央区 ファン・サパロット
大阪市中央区 和風料理いほり
大阪市中央区 月のなか
大阪市中央区 Fisherman's TACOS
大阪市中央区 KAVECAFE
大阪市中央区 スパゲティハウス淀屋橋
大阪市中央区 ベトナム料理 NONLA
大阪市中央区 割烹家 一本松
大阪市中央区 浪花屋
大阪市中央区 LEON Ⅱ
大阪市中央区 LEON Ⅲ
大阪市中央区 しゃぶ長
大阪市中央区 肉バル カレー堂 グランデ 本町店
大阪市中央区 グランデ珈琲
大阪市中央区 三豊麺 南船場店
大阪市中央区 南たこ梅
大阪市中央区 とうりえん
大阪市中央区 菱富
大阪市中央区 焼肉ドラゴ宗右衛門町店
大阪市中央区 ホージャー
大阪市中央区 PIZZERIA MORITA
大阪市中央区 やぐら海乃山
大阪市中央区 麗 GOLD BAR
大阪市中央区 喝鈍
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大阪市中央区 道頓堀 てっぱん 豊島家
大阪市中央区 夜上海
大阪市中央区 人生夢路徳麺
大阪市中央区 らんらんルー
大阪市中央区 舞夏
大阪市中央区 笑日志
大阪市中央区 手打ち蕎麦 夢屋
大阪市中央区 セルフィッシュ
大阪市中央区 ニューダルニー
大阪市中央区 鮨一
大阪市中央区 香港楼
大阪市中央区 とり一
大阪市中央区 花みょうが
大阪市中央区 AROMA
大阪市中央区 メンバーズリグレコ
大阪市中央区 おでん 千々石
大阪市中央区 CACTUS
大阪市中央区 Steak 樹里
大阪市中央区 nao's
大阪市中央区 ノーブレス
大阪市中央区 あけぼの亭
大阪市中央区 健美宴
大阪市中央区 Ｍｅｍｂｅｒｓ Ｊｕｎ
大阪市中央区 ラグビー部マーラー
大阪市中央区 麺処信州多華
大阪市中央区 海の幸りき
大阪市中央区 寿司たいすけ
大阪市中央区 笑楽館
大阪市中央区 たこ家道頓堀くくるフレスト天満橋店
大阪市中央区 petit ange
大阪市中央区 てん
大阪市中央区 とり膳
大阪市中央区 旬彩和食万や
大阪市中央区 The Dolphins Bar
大阪市中央区 鳥欽
大阪市中央区 JET DINER
大阪市中央区 HARENOHI
大阪市中央区 ポッピン
大阪市中央区 喫茶ピットイン
大阪市中央区 三豊麺堺筋本町店
大阪市中央区 Rainbow Kitchen
大阪市中央区 といろ
大阪市中央区 こやなぎ 
大阪市中央区 HUSKY
大阪市中央区 アガッタ！
大阪市中央区 岸上
大阪市中央区 日本橋藤久
大阪市中央区 Ciel
大阪市中央区 トリプル
大阪市中央区 旬菜 彩蔵
大阪市中央区 もつマニア 旧かしら屋
大阪市中央区 魚串BAR
大阪市中央区 極楽辣膳
大阪市中央区 自家焙煎珈琲link
大阪市中央区 & nico
大阪市中央区 POP BAR
大阪市中央区 お好み焼場やっさん
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大阪市中央区 Grandfchina
大阪市中央区 寿司bar えびやん
大阪市中央区 YAMANEKO
大阪市中央区 いないいないBAR
大阪市中央区 イタリア料理アヴェルラ
大阪市中央区 どば屋
大阪市中央区 新羅会館
大阪市中央区 カトゥール
大阪市中央区 かぎ屋
大阪市中央区 しあわせのらーめんミウ
大阪市中央区 中国東北料理長江
大阪市中央区 THE  Argo・ARGUS
大阪市中央区 ロシナンテ
大阪市中央区 アサリトシジミチャン
大阪市中央区 旬鮮居酒屋異彩
大阪市中央区 めん処八重野
大阪市中央区 BAR Frees
大阪市中央区 酒カネダ
大阪市中央区 鮨 琥珀
大阪市中央区 だしまる
大阪市中央区 KOKOCHI
大阪市中央区 遊楽
大阪市中央区 酒堂 庶
大阪市中央区 FOOD＋DARTS BAR BULL
大阪市中央区 CoCo
大阪市中央区 デュエット
大阪市中央区 ダイニングバーHOKOYA 
大阪市中央区 Chot Bar 瑠杏
大阪市中央区 カラオケ喫茶お達者くらぶ
大阪市中央区 はるみ家
大阪市中央区 Armorica
大阪市中央区 きんぱ
大阪市中央区 船場丹丹
大阪市中央区 Ciel
大阪市中央区 旅館くら本
大阪市中央区 福太郎
大阪市中央区 難波千日前ハラミノカミサマ
大阪市中央区 和そば食堂入福
大阪市中央区 Cafe&BarKENWEST
大阪市中央区 ぎょうざ専門店2号店
大阪市中央区 FUNKY TOWN
大阪市中央区 満福
大阪市中央区 とんぼ 離れ
大阪市中央区 本町イタリアン俱楽部
大阪市中央区 割烹 浅草
大阪市中央区 どりどり
大阪市中央区 Bar Gracias
大阪市中央区 ホルモンラーメン白寿 東心斎橋店
大阪市中央区 ＨＯＴ ＬＩＰ
大阪市中央区 家の味
大阪市中央区 TORI FOOD by トリ風土研究所
大阪市中央区 博多豚骨ラーメン壱流
大阪市中央区 玄米カフェ実身美 心斎橋店
大阪市中央区 なべやinome
大阪市中央区 海源丸
大阪市中央区 とり料理 みその
大阪市中央区 鳥比蕗

90 / 136 ページ



市町村名 施設名称

※この一覧は、お申し出いただいた皆様であり、支給が決定された一覧ではありませんのでご留意ください。
                  （この一覧の情報は、申請書の記載内容に基づいています。）                   【順不同】

ご協力のお申し出をいただきました施設の一覧（令和3年11月22日公表分）

大阪市中央区 Simple韓食堂
大阪市中央区 sherry curry 瓦町本店
大阪市中央区 明治亭堺筋本町店
大阪市中央区 三豊麺心斎橋店
大阪市中央区 寿司処きっ粋
大阪市中央区 エスケイ・インターナショナル株式会社
大阪市中央区 WONDER
大阪市中央区 鳥こまち 南船場店
大阪市中央区 和食フレンチと日本酒専門店 TABI
大阪市中央区 酒菜家 とく
大阪市中央区 上海老味道
大阪市中央区 ジェロニモカレー
大阪市中央区 鉄板屋ゆずりは
大阪市中央区 佑美
大阪市中央区 お酒の美術館
大阪市中央区 FABRICA
大阪市中央区 The Cole Bar
大阪市中央区 和囲炉
大阪市中央区 miembros  CORAZON  コラソン
大阪市中央区 酒房 大阪屋
大阪市中央区 魚味処たけや
大阪市中央区 韓国料理アラマァー
大阪市中央区 K-story
大阪市中央区 味楽創菜おかもと
大阪市中央区 雪之丞
大阪市中央区 BAR THREE
大阪市中央区 レストランバー薪
大阪市中央区 ヴィーノマンマルーヴァ
大阪市中央区 レストラン&バーR
大阪市中央区 ボンボネーラ
大阪市中央区 BAR Liber
大阪市中央区 ラウンジNOA
大阪市中央区 年金BAR
大阪市中央区 gazuA
大阪市中央区 花水木
大阪市中央区 もしも偶然あの夜に
大阪市中央区 サロン喫茶フレイムハウス
大阪市中央区 Zero Base
大阪市中央区 ペドロリーノ
大阪市中央区 リープ
大阪市中央区 時に和食 ゆきや
大阪市中央区 BAR PONY
大阪市中央区 BAR猫娘
大阪市中央区 立ち呑み処 小粋
大阪市中央区 串皇難波店
大阪市中央区 スナック 若草
大阪市中央区 イタリアわいんBAR 54
大阪市中央区 BistroBar MaTa
大阪市中央区 ビストロ ル カノン
大阪市中央区 喫茶蔵
大阪市中央区 Seeadler 海鷲
大阪市中央区 カラオケ秀
大阪市中央区 すぎまち
大阪市中央区 天蓼山
大阪市中央区 シンバ
大阪市中央区 バー マーブル
大阪市中央区 中国料理華味亭

91 / 136 ページ



市町村名 施設名称

※この一覧は、お申し出いただいた皆様であり、支給が決定された一覧ではありませんのでご留意ください。
                  （この一覧の情報は、申請書の記載内容に基づいています。）                   【順不同】

ご協力のお申し出をいただきました施設の一覧（令和3年11月22日公表分）

大阪市中央区 和食おり
大阪市中央区 田楽舞
大阪市中央区 旬菜 楽
大阪市中央区 小料理 北富士
大阪市中央区 SUB
大阪市中央区 TAVERNA albero villaggio 
大阪市中央区 ロックカフェUSAGI
大阪市中央区 西安麺荘
大阪市中央区 味彩しな川
大阪市中央区 ラーメンひろ
大阪市中央区 まごころ幸
大阪市中央区 和泉屋バー
大阪市中央区 家和らぎ
大阪市中央区 パッシオン
大阪市中央区 バーレッドホット
大阪市中央区 キッチン&リカー遊ya家
大阪市中央区 にしかわくん家
大阪市中央区 スナック山本
大阪市中央区 星のアントニオ
大阪市中央区 fun wave
大阪市中央区 ラディッシュ
大阪市中央区 IZUTANI
大阪市中央区 釜戸ダイニング縁
大阪市中央区 ラウンジshow
大阪市中央区 のまずくわず
大阪市中央区 WA鶏BAR
大阪市中央区 BEGGARS BANQUET ベガーズバンケット
大阪市中央区 ハーフムーン
大阪市中央区 串かつワイン泉
大阪市中央区 buttocks
大阪市中央区 dining bar秋山
大阪市中央区 禁煙立呑みしば犬
大阪市中央区 TCG Bar FUN
大阪市中央区 スナックラウンジ朱里宮
大阪市中央区 ハモンドルーム五郎の店
大阪市中央区 MEMBER'S 酒肆 小澤
大阪市中央区 ほうげん
大阪市中央区 立ち呑みクック オッソオッセョ
大阪市中央区 居酒屋やぐ
大阪市中央区 P₂
大阪市中央区 Bar Soeur
大阪市中央区 CINQUECENTO
大阪市中央区 心の花くしよし
大阪市中央区 Live bar N
大阪市中央区 法善寺山岡
大阪市中央区 Mix Bar S.L.Y
大阪市中央区 森田養生麻辣香鍋専門店
大阪市中央区 遊人里
大阪市中央区 Toyoさんの台所
大阪市中央区 イエローテール
大阪市中央区 たけ家
大阪市中央区 スタンディングバー我歩
大阪市中央区 にと
大阪市中央区 Haraly
大阪市中央区 Libra（リブラ）
大阪市中央区 洋風創菜アコモデTATEYA
大阪市中央区 ひもの野郎 東心斎橋店
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大阪市中央区 壱歩
大阪市中央区 メイウインズ
大阪市中央区 しゃぶKAZZ
大阪市中央区 鮨いんべ
大阪市中央区 cafe & bar三匹のカエル
大阪市中央区 すなつくりょう
大阪市中央区 そば切り岳空
大阪市中央区 フレンチ割烹Maison Kizuku
大阪市中央区 おーぷんはうす
大阪市中央区 ローズ
大阪市中央区 ザ・イカが
大阪市中央区 バールナティック
大阪市中央区 茶里茶里ChaLiChaLi
大阪市中央区 ぴょん吉
大阪市中央区 かくれ庵まるいち
大阪市中央区 立ち呑み やっすん
大阪市中央区 かし尾
大阪市中央区 ねこや
大阪市中央区 創作空間cafeアトリエ
大阪市中央区 ラウンジ マイン
大阪市中央区 小料理 咲 saku
大阪市中央区 琥珀中華料理
大阪市中央区 ふくむすび
大阪市中央区 IRoHa dining
大阪市中央区 hang
大阪市中央区 home bar notoro
大阪市中央区 焼きもんや さほ
大阪市中央区 クウネルキッチン
大阪市中央区 Michel Vin Japonais
大阪市中央区 Serena
大阪市中央区 光寿司
大阪市中央区 オカメカフェ
大阪市中央区 佐芳
大阪市中央区 魚肴しま田
大阪市中央区 the9thvillage
大阪市中央区 Cafe&Bar Pier1
大阪市中央区 アイランド
大阪市中央区 割烹はせ川
大阪市中央区 食彩酒房ごいちや
大阪市中央区 ダイアモンドロックスBAR
大阪市中央区 天地あまっちChineseDining
大阪市中央区 タコつるバー
大阪市中央区 サンジェルマン
大阪市中央区 すし処和屋
大阪市中央区 からほりコモン
大阪市中央区 バーエヌ
大阪市中央区 天満橋玉華園
大阪市中央区 浪花の焼き鳥屋 藤三
大阪市中央区 雅
大阪市中央区 湖木(みずき)
大阪市中央区 ワイン小料理ilpicolit
大阪市中央区 風味堂
大阪市中央区 粉味屋
大阪市中央区 韓国家庭料理スマイル
大阪市中央区 創作串カツ笑味亭北浜
大阪市中央区 ritmicita
大阪市中央区 三国亭
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大阪市中央区 クミン
大阪市中央区 酒道楽こけこっこ
大阪市中央区 のと楽 東店
大阪市中央区 立呑み笑和
大阪市中央区 プールジャム心斎橋
大阪市中央区 鴨錦 上六店
大阪市中央区 MICAZUKI
大阪市中央区 ひま我り
大阪市中央区 OPAL
大阪市中央区 Sweets＆Bar White Bunny
大阪市中央区 ツィンクル
大阪市中央区 Mole & Hosoi Coffees
大阪市中央区 NAGARE
大阪市中央区 ねぇね
大阪市中央区 雑貨BAR福猫堂
大阪市中央区 POCO A POCO
大阪市中央区 一日一麺LAB＋
大阪市中央区 ＢＡＲ りふれーむ
大阪市中央区 福家
大阪市中央区 大鳳亭
大阪市中央区 縁結
大阪市中央区 バー アーゴ
大阪市中央区 イデアル ビストロ
大阪市中央区 マルシェ
大阪市中央区 LIVING きっちん日高
大阪市中央区 串かつ屋台ふくろう
大阪市中央区 立ち飲み居酒屋ドラム缶
大阪市中央区 鍋屋okamoto心斎橋店
大阪市中央区 G.R CAFE TERRACE
大阪市中央区 Virgin Moon 
大阪市中央区 祥雲
大阪市中央区 Casual Bar Yes,no
大阪市中央区 メルシー
大阪市中央区 BAR YY
大阪市中央区 とんこつらーめん神山
大阪市中央区 Laputa 
大阪市中央区 Club Seasons
大阪市中央区 山代
大阪市中央区 はじめ
大阪市中央区 たまりbar
大阪市中央区 豚しゃぶたなか
大阪市中央区 熙
大阪市中央区 CONPASS
大阪市中央区 ブリューパブテタールヴァレ
大阪市中央区 創菜いかさまや
大阪市中央区 鄭記老成都串串
大阪市中央区 菜根譚 律
大阪市中央区 ひもの野郎 南船場店
大阪市中央区 SAKANAZA MAEDA
大阪市中央区 船場カリー南久宝寺店
大阪市中央区 みんう
大阪市中央区 本格焼酎酒場一歩
大阪市中央区 居酒屋ちょこちょこ
大阪市中央区 レストラン乃呂
大阪市中央区 ギヴ・サロン
大阪市中央区 お好み焼きしんちゃん
大阪市中央区 Spice house カリーノアトリエ
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大阪市中央区 スナック まち子
大阪市中央区 トンカツとん一郎
大阪市中央区 colors
大阪市中央区 はし清
大阪市中央区 お食事処今ちゃん
大阪市中央区 カフェザプラントルーム
大阪市中央区 おでん旬菜 桔梗
大阪市中央区 稲香居
大阪市中央区 BAR.manyo manyo
大阪市中央区 谷町酒場すん家
大阪市中央区 食酒楽 一歩
大阪市中央区 肉食饗竜
大阪市中央区 SCAR
大阪市中央区 洋食屋 ふじ家
大阪市中央区 鷄処ひらぬまん
大阪市中央区 福の花
大阪市中央区 ステーキミハラ
大阪市中央区 スナック律
大阪市中央区 Ｓｕｒｆ Ａｃｅ
大阪市中央区 天月
大阪市中央区 bar mask
大阪市中央区 北京飯店
大阪市中央区 HEYZCAFE
大阪市中央区 スナック明
大阪市中央区 BAR Rabbits
大阪市中央区 CafeBarEVOL
大阪市中央区 hoffma
大阪市中央区 食彩のぐち
大阪市中央区 mu
大阪市中央区 ポリカルポ
大阪市中央区 出雲そば炭火やきとりとびた
大阪市中央区 酒房一富士
大阪市中央区 スナック根っ子
大阪市中央区 La Vie en Rose
大阪市中央区 ショットバープラス
大阪市中央区 那由多
大阪市中央区 トールバー
大阪市中央区 ラウンジゆき
大阪市中央区 マボカリ
大阪市中央区 ラウンジ凰
大阪市中央区 沖縄ダイニング ザイオン
大阪市中央区 鉄板焼 もんじゃ焼 ひいろ 堺筋本町店
大阪市中央区 JAZZ LIVE BAR グラバー邸
大阪市中央区 華
大阪市中央区 RETRO BAR レト
大阪市中央区 Lien
大阪市中央区 ふく流ラパス 分家WADACHI
大阪市中央区 かのん
大阪市中央区 サントリースナックＯＰ
大阪市中央区 キャラバン
大阪市中央区 キィハンター
大阪市中央区 ウリジプ
大阪市中央区 法善寺 一喜
大阪市中央区 れみ
大阪市中央区 上上簽
大阪市中央区 珈琲館玉造店
大阪市中央区 Bar Links
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大阪市中央区 VINO TECA
大阪市中央区 有限会社アラビヤコーヒー
大阪市中央区 四川麻辣牛肉麺
大阪市中央区 串くわ焼 けー坊
大阪市中央区 木偶の坊
大阪市中央区 GOLF LINE
大阪市中央区 ｃｏｃｏ・ルージュ
大阪市中央区 酒房居酒屋ななし
大阪市中央区 細うどん香吾芽
大阪市中央区 オンマソン
大阪市中央区 カノン
大阪市中央区 すわき後楽中華そば 大阪城テラス店
大阪市中央区 炭火焼肉 弁慶
大阪市中央区 かわはち屋
大阪市中央区 焼肉いろりや南海通店
大阪市中央区 福満屋
大阪市中央区 miss rose
大阪市中央区 豚ピョラク
大阪市中央区 AnimeShotBarC-Part
大阪市中央区 きよちゃん
大阪市中央区 DION
大阪市中央区 ラヴァンス
大阪市中央区 魚処天悟
大阪市中央区 cafe&bar RinQ
大阪市中央区 ベイブ
大阪市中央区 あざ味
大阪市中央区 ナガーン クッチーナ イタリアーナ
大阪市中央区 BeBe
大阪市中央区 Suica
大阪市中央区 蕎麦切りきうち
大阪市中央区 cavallo
大阪市中央区 K.rose
大阪市中央区 CLUB ONYX
大阪市中央区 Cochon Rose
大阪市中央区 CLUB AURA
大阪市中央区 BAR   ABABA
大阪市中央区 楽酒楽肴 越冬
大阪市中央区 ぶどう酒舗Shinagawa
大阪市中央区 山海 あみ
大阪市中央区 きらら
大阪市中央区 寿司から津
大阪市中央区 BAR Kimuraya
大阪市中央区 アマン
大阪市中央区 炭火焼き 三平
大阪市中央区 太公望
大阪市中央区 南風酒膳庵
大阪市中央区 Rapport
大阪市中央区 三輪車
大阪市中央区 麺のようじ
大阪市中央区 民芸喫茶 ロリ・ポリ
大阪市中央区 changtoko
大阪市中央区 日乃屋カレーなんばウォーク店
大阪市中央区 thaidiningnana
大阪市中央区 壺心
大阪市中央区 食や鶴喜
大阪市中央区 しまんちゅ食堂
大阪市中央区 新潟の地酒と銀しゃり 信
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大阪市中央区 スナックアチャコ
大阪市中央区 とりの極
大阪市中央区 麺や輝長堀橋店
大阪市中央区 ライブスポットテンション
大阪市中央区 GEO.MIYABI
大阪市中央区 やき亭ぼーの
大阪市中央区 Live bar Teasin'
大阪市中央区 バーAZABU
大阪市中央区 居酒屋 まとも
大阪市中央区 おでんと逸品料理＆お酒 松清庵
大阪市中央区 炭火焼料理専門店和元
大阪市中央区 レストランリール
大阪市中央区 The Australian Public House
大阪市中央区 二代目憲-hirayama-
大阪市中央区 Cavatappi
大阪市中央区 食事処呑み処ほり
大阪市中央区 居酒屋191ざっか屋
大阪市中央区 えしあ
大阪市中央区 きんぎょ
大阪市中央区 アルバ
大阪市中央区 ガフーリオ
大阪市中央区 麺屋はなぶさ
大阪市中央区 Cafe&bar Rey'z
大阪市中央区 鹿鳴軒
大阪市中央区 Club ACQUA
大阪市中央区 鮨源兵衛
大阪市中央区 チョウリョウマーラータン
大阪市中央区 タチノミエイト
大阪市中央区 日本酒と私
大阪市中央区 greenbar心斎橋店
大阪市中央区 Monkeys' Shisha&Bar
大阪市中央区 エニシア カフェ・バー
大阪市中央区 グリーングラス
大阪市中央区 PIZZA FORNO CAFE もりのみやキューズモール店
大阪市中央区 船場 ひさ家
大阪市中央区 スタイリッシュグリルＴｙｕ
大阪市中央区 PLATZ  DAYS  COFFEE
大阪市中央区 大衆酒場 ジョージ
大阪市中央区 屋台酒場 すし然
大阪市中央区 焼肉まるしま本店
大阪市中央区 中華料理 味宝楼
大阪市中央区 Mayby...13
大阪市中央区 ファジー
大阪市中央区 明陽軒
大阪市中央区 ＭＩＳＴＲＡＬ
大阪市中央区 トラウマ
大阪市中央区 かみなり亭
大阪市中央区 日本料理 滴
大阪市中央区 さくら
大阪市中央区 Bar Oynai
大阪市中央区 フルアヘッド
大阪市中央区 Bar CDO
大阪市中央区 し奈川
大阪市中央区 都会に生えたしいたけ
大阪市中央区 BARうえし
大阪市中央区 うらら
大阪市中央区 串かつじゃんじゃん本町店
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大阪市中央区 一心一味法善寺茂
大阪市中央区 tamutamucafe
大阪市中央区 SECOND
大阪市中央区 鉄板焼き つくし
大阪市中央区 ＳＮＡＣＫカラオケバーＢａｎａｙ
大阪市中央区 洋酒処浜
大阪市中央区 メンバーズ祐
大阪市中央区 MrHONDA
大阪市中央区 PG
大阪市中央区 STEREO NOVEL
大阪市中央区 雫
大阪市中央区 おかんの店
大阪市中央区 cafebar South Wind
大阪市中央区 千日亭
大阪市中央区 LIT VAPOR Cafe & Bar
大阪市中央区 心斎橋のおあしす
大阪市中央区 つづみ
大阪市中央区 釣船茶屋ざうお 難波本店
大阪市中央区 EnjoyLani
大阪市中央区 JAGALCHI
大阪市中央区 串処最上
大阪市中央区 串揚げ ばらんざっく
大阪市中央区 雅
大阪市中央区 8G Shinsaibashi
大阪市中央区 しゃぶしゃぶ藤
大阪市中央区 クックスマダン
大阪市中央区 NCCI
大阪市中央区 中国料理大徳
大阪市中央区 JELLYJELLYCAFE大阪心斎橋店
大阪市中央区 居酒屋奴
大阪市中央区 エッサンシエル
大阪市中央区 福だこ
大阪市中央区 横堀船場
大阪市中央区 ベジテジや東心斎橋店
大阪市中央区 月光香麵／にく月
大阪市中央区 フレッシュネスバーガー御堂筋本町店
大阪市中央区 Ｃ ａ ｆ ｅ ＆ Ｗ ｉ ｎ ｅ Ｔ ' ｓ ｄ ｉ ｎ ｉ ｎ ｇ
大阪市中央区 美麗華
大阪市中央区 自家製ミートソースpotto南船場店
大阪市中央区 しゃぶしゃぶ豚々 心斎橋店
大阪市中央区 七輪炭火焼肉丼専門店 のび太
大阪市中央区 昭和路
大阪市中央区 Abcb
大阪市中央区 縁
大阪市中央区 炭火とワイン なんば店
大阪市中央区 桝田
大阪市中央区 洋食あわじ屋
大阪市中央区 菜々庵
大阪市中央区 サミープー
大阪市中央区 IKARIYA SHOKUDO OSAKA
大阪市中央区 Z-BRA
大阪市中央区 おかる
大阪市中央区 ブルーマーリン
大阪市中央区 ＣＵＲＵ²
大阪市中央区 WIF
大阪市中央区 株式会社自由軒
大阪市中央区 多丸屋
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大阪市中央区 つけ鴨そば専門店 しめそば屋本店
大阪市中央区 Darts Bar Famous
大阪市中央区 カレーハウスCoCo壱番屋 中央区日本橋1丁目店
大阪市中央区 ＳＡＬＴＡＲＥ
大阪市中央区 味楽にしの
大阪市中央区 七津屋
大阪市中央区 焼塩美屋
大阪市中央区 丼バル もときっつぁん
大阪市中央区 lalala
大阪市中央区 Bar moonwalk 心斎橋長堀
大阪市中央区 福の舞心斎橋店
大阪市中央区 煌楽
大阪市中央区 林翔
大阪市中央区 OTIS
大阪市中央区 延南ソ食堂
大阪市中央区 韓菜キッチン燦々亭北浜店
大阪市中央区 はり重道頓堀本店
大阪市中央区 BOMBAR
大阪市中央区 イタリアンダイニング BARACCA
大阪市中央区 南サンボア洋酒店
大阪市中央区 リロ珈琲喫茶
大阪市中央区 しじみラーメンShi43屋
大阪市中央区 広東料理昌和
大阪市中央区 絆
大阪市中央区 Roamer
大阪市中央区 g
大阪市中央区 フェアリー
大阪市中央区 アンサンブル
大阪市中央区 cafe 黒岩伽哩
大阪市中央区 朝美屋
大阪市中央区 スポーツマンクラブポール
大阪市中央区 東心斎橋 みなみ
大阪市中央区 月  家
大阪市中央区 肉まる
大阪市中央区 ブルアーマーリングサービス
大阪市中央区 Maco
大阪市中央区 法善寺京子
大阪市中央区 DOORS in HEAVEN
大阪市中央区 Jun
大阪市中央区 BarM
大阪市中央区 Bar&Lounge M2
大阪市中央区 サワディカー
大阪市中央区 3eBAR
大阪市中央区 串仁和
大阪市中央区 舞台袖
大阪市中央区 肴谷
大阪市中央区 ビストロモーベギャルソン
大阪市中央区 suk
大阪市中央区 木渦
大阪市中央区 Blue
大阪市中央区 シフル
大阪市中央区 鉄板焼屋五連
大阪市中央区 バーナカムラ
大阪市中央区 CANDY
大阪市中央区 スナック華
大阪市中央区 IlbarBice
大阪市中央区 Xieシェ
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大阪市中央区 島谷
大阪市中央区 バード56
大阪市中央区 BAR Nonchalant
大阪市中央区 kitchen bar ma-ha
大阪市中央区 bar shelter
大阪市中央区 富美
大阪市中央区 結音茶舗
大阪市中央区 salon de grandir
大阪市中央区 BallparkBar
大阪市中央区 ダイニング ウィズ ワイン そむりえ亭
大阪市中央区 南一園
大阪市中央区 日本酒BAR四季
大阪市中央区 旬彩Barりあん
大阪市中央区 LUCIDA
大阪市中央区 ショコラ
大阪市中央区 紀州梅河
大阪市中央区 カラオケスナックプサン
大阪市中央区 Tracks (トラックス）
大阪市中央区 海鮮酒場喰海
大阪市中央区 くつろぎのワイン Nico
大阪市中央区 楓
大阪市中央区 居酒屋新
大阪市中央区 オファビュラス
大阪市中央区 Ventuno
大阪市中央区 MALATE
大阪市中央区 キーストン
大阪市中央区 アルモンデ
大阪市中央区 ミニスポットセドナ
大阪市中央区 手羽先よっちゃん
大阪市中央区 ろっく
大阪市中央区 酒町ちゅうじろう
大阪市中央区 Talisman  No.1
大阪市中央区 和ばーる えにし
大阪市中央区 Home Party
大阪市中央区 Dining bar No.2&co.
大阪市中央区 Re
大阪市中央区 たまりば
大阪市中央区 鳳凰楼
大阪市中央区 名物カレーうどん 得正 森ノ宮店
大阪市中央区 stand liber
大阪市中央区 IKR51
大阪市中央区 D-ＰＨＯＥＮＩＸ
大阪市中央区 鱗組
大阪市中央区 長堀バル &
大阪市中央区 percee
大阪市中央区 BLACKPEARL-MOVIE-TOY-SHOP
大阪市中央区 天ぷら たろじろう
大阪市中央区 銀彩
大阪市中央区 桂山
大阪市中央区 Trattoria Vino
大阪市中央区 coro
大阪市中央区 とんかつ 吉兆
大阪市中央区 バー・シアター Ludo
大阪市中央区 RABBIT HUTCH 
大阪市中央区 イタリア料理ロルマ
大阪市中央区 BAR i.rush
大阪市中央区 レストラン ミツヤマ
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大阪市中央区 楼ｓ
大阪市中央区 居酒屋よりみち
大阪市中央区 cafe&beer あるかアるか
大阪市中央区 あぶり焼き七輪
大阪市中央区 ROOTIE TOOTIE
大阪市中央区 China hata 36
大阪市中央区 スタンドのぶや
大阪市中央区 ダイニングルームさくら
大阪市中央区 味鳥
大阪市中央区 お好み焼き どむす
大阪市中央区 麺屋作丸
大阪市中央区 茶わん蒸し日高
大阪市中央区 スナック ニュー カレン
大阪市中央区 フルハウス
大阪市中央区 チヂミのやすす
大阪市中央区 BAR 373
大阪市中央区 心斎橋酒場叶えや
大阪市中央区 本場四川料理 聚食縁
大阪市中央区 鶏プルスリー
大阪市中央区 石ノ花
大阪市中央区 炭火かわらや
大阪市中央区 桜館
大阪市中央区 十種家
大阪市中央区 炭焼kitchen だいだい
大阪市中央区 un-Seize
大阪市中央区 萬が壱
大阪市中央区 ひろせ
大阪市中央区 bar encount
大阪市中央区 バーブレス北浜
大阪市中央区 スナック冬記
大阪市中央区 九州干物市場わだち 堺筋本町店
大阪市中央区 吉祥
大阪市中央区 旬彩 かどかぜ
大阪市中央区 大松
大阪市中央区 Bar ky's
大阪市中央区 ピアジェ
大阪市中央区 ドリームアンドドリーム
大阪市中央区 Bar.EveryOne'sHouse
大阪市中央区 ユキ
大阪市中央区 Pascal
大阪市中央区 Trattoria della nonna
大阪市中央区 SALON de BAR MOGULLA
大阪市中央区 たこりき
大阪市中央区 Bridge
大阪市中央区 mix bar wantぁ
大阪市中央区 カンファレンスルームVivi
大阪市中央区 こはる
大阪市中央区 難波串カツ本店
大阪市中央区 ＲＵＢＹ
大阪市中央区 EX CLUB
大阪市中央区 凸凹 DECOBOCO
大阪市中央区 Bar bitter
大阪市中央区 BarRetroBox
大阪市中央区 Ｒｏｓａ
大阪市中央区 BarLoungeありす
大阪市中央区 極味
大阪市中央区 そば処八助
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大阪市中央区 トスンイ
大阪市中央区 Phoe-be
大阪市中央区 7e
大阪市中央区 ワイン割烹Et Ce
大阪市中央区 bar D
大阪市中央区 Bar  Peace
大阪市中央区 Maybee
大阪市中央区 ペーパームーン
大阪市中央区 エルベ
大阪市中央区 dark gothic bar camille
大阪市中央区 バーノベル
大阪市中央区 うお春
大阪市中央区 串かつ一品 AI あい
大阪市中央区 クリスタル
大阪市中央区 太幸
大阪市中央区 与太呂
大阪市中央区 Bar FPO
大阪市中央区 鷹仁 本店
大阪市中央区 伊酒屋 雄
大阪市中央区 マジックバートライアンフ！
大阪市中央区 Ramen辻
大阪市中央区 酒彩 大黒屋
大阪市中央区 ボンベイキッチン
大阪市中央区 麺屋つばき
大阪市中央区 道頓堀一休
大阪市中央区 四季の味 莉匠庵
大阪市中央区 FUNK
大阪市中央区 牛吾
大阪市中央区 アメリカ村CLAPPER
大阪市中央区 がブリチキン。難波四丁目店
大阪市中央区 串かつひょうたん
大阪市中央区 bar Nuts
大阪市中央区 韓国料理こばこ
大阪市中央区 MONTE SOL
大阪市中央区 串揚げ千尋
大阪市中央区 SAMANSA
大阪市中央区 Ｎｕｔｓ
大阪市中央区 Bar IPPUKU
大阪市中央区 ひざくりげ
大阪市中央区 Bar Solt 
大阪市中央区 インドネパールレストラン ジッグリ
大阪市中央区 BHATTI
大阪市中央区 割烹やながわ
大阪市中央区 ラベンダー
大阪市中央区 bar pura vida
大阪市中央区 Ｍember's  m
大阪市中央区 fanfan
大阪市中央区 キクソティックバー
大阪市中央区 炭火焼鳥とおり
大阪市中央区 酒肴福半
大阪市中央区 レックス
大阪市中央区 BAR liberty 
大阪市中央区 K2CLUB
大阪市中央区 喰い物家角
大阪市中央区 Lagoona ラグーナ
大阪市中央区 イタメシヤフジ
大阪市中央区 雑魚坐
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大阪市中央区 DON CONY
大阪市中央区 炭火やきとり 雅
大阪市中央区 串あげあんこ
大阪市中央区 花
大阪市中央区 ソウルハートキッチン はら房
大阪市中央区 Bar269
大阪市中央区 あじわい酒房あづま 心斎橋
大阪市中央区 幸平
大阪市中央区 千日前裏くろまる
大阪市中央区 長助
大阪市中央区 バーキジュン
大阪市中央区 香炭
大阪市中央区 土佐武&難波のあぶさん
大阪市中央区 オオサカチャオメン
大阪市中央区 番屋
大阪市中央区 しゃぶ亭難波千日前店
大阪市中央区 ShotBar Mozic
大阪市中央区 V9
大阪市中央区 ＩＬ（イル）
大阪市中央区 バージャズ
大阪市中央区 DADDY
大阪市中央区 ＢＡＭＢＯＯ
大阪市中央区 くいもん屋 いっとく
大阪市中央区 日本料理希粋
大阪市中央区 広東料理 林泉
大阪市中央区 すし忠
大阪市中央区 楽之助
大阪市中央区 ＴＲＥＳＯＲ
大阪市中央区 ホシギダブルチキン
大阪市中央区 ごんべ
大阪市中央区 ＳunＧreenサングリーン
大阪市中央区 Living まき
大阪市中央区 BAR DE ZERO
大阪市中央区 あげたての味 天亭 なんばウォーク店
大阪市中央区 T-CREW
大阪市中央区 BAR STONEHAVEN
大阪市中央区 NICO
大阪市中央区 星カフェSPICA
大阪市中央区 Bar ST＆
大阪市中央区 縁の道
大阪市中央区 ＡＺＡ－ＳＵ
大阪市中央区 総本家 浪花そば
大阪市中央区 高麗橋吉兆 本店
大阪市中央区 飛翔
大阪市中央区 リヴゴーシュ RIVE GAUCHE
大阪市中央区 麺道而今 大阪城テラス店
大阪市中央区 エルパンチョ
大阪市中央区 LUNA
大阪市中央区 たこやき王子 ミヤプラザ心斎橋店
大阪市中央区 本 せきぐち
大阪市中央区 紅白坊
大阪市中央区 中華居酒家AJITO
大阪市中央区 もこまほ
大阪市中央区 肴 あわ鷹
大阪市中央区 コンセントカフェ
大阪市中央区 会津屋なんばウォーク店
大阪市中央区 MAIN BAR SPIRITS
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大阪市中央区 ｍｏｋｕｍｏｋｕ
大阪市中央区 ヤマダモンゴル道頓堀店
大阪市中央区 ミナミ一番
大阪市中央区 清月
大阪市中央区 Bar Sum
大阪市中央区 YELLOW APE CRAFT
大阪市中央区 立呑み久
大阪市中央区 任意門クシバー
大阪市中央区 Darts bar Flame
大阪市中央区 ご飯屋がっちゃん
大阪市中央区 ケント
大阪市中央区 和酒と旬菜じじや
大阪市中央区 LADYGO
大阪市中央区 おうちごはんすなっくあろえ
大阪市中央区 割烹里味
大阪市中央区 カレー専門店 富士乃屋
大阪市中央区 un rocher -アンロシェ-
大阪市中央区 宿酔
大阪市中央区 アートクラブ
大阪市中央区 心斎橋麓鳴館
大阪市中央区 アラン
大阪市中央区 リビング
大阪市中央区 BAR66
大阪市中央区 Bar Fruit KAKUMI
大阪市中央区 バー山田
大阪市中央区 アジアン居酒屋じゅじゅ
大阪市中央区 kic
大阪市中央区 members正木
大阪市中央区 スタンド三日月
大阪市中央区 スリーナイン ９９９
大阪市中央区 硬貨酒Barぷ～２
大阪市中央区 淀屋橋ゴルフ倶楽部
大阪市中央区 青河
大阪市中央区 焼鳥屋和座わざ
大阪市中央区 ラバーズ
大阪市中央区 ＢＯＳＣＯ
大阪市中央区 たけや
大阪市中央区 ゆきうさぎ
大阪市中央区 焼鳥がっぽ
大阪市中央区 ドリーム
大阪市中央区 ハワイアン食堂HALE
大阪市中央区 備長炭焼・和食 さとり
大阪市中央区 どうとんぼり ぜん
大阪市中央区 nomulabo 
大阪市中央区 あくび
大阪市中央区 食欒
大阪市中央区 酒と肴よしまさ
大阪市中央区 N
大阪市中央区 ステーキハウス四季の味
大阪市中央区 カレーハウスココイチバンヤオービーピーツインニジュウイチテン
大阪市中央区 愛のジョーク
大阪市中央区 エミ
大阪市中央区 琴
大阪市中央区 COCO
大阪市中央区 和牛焼肉大志
大阪市中央区 串ん子
大阪市中央区 bar pancherina
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大阪市中央区 りょう士
大阪市中央区 小川のおかん
大阪市中央区 たちばな
大阪市中央区 まほろば
大阪市中央区 gep
大阪市中央区 立呑またた灯
大阪市中央区 SEIRYU BAR MADE
大阪市中央区 テラ
大阪市中央区 炭火焼肉大歓
大阪市中央区 BAR識
大阪市中央区 洋風居酒屋天しんLAN満
大阪市中央区 ASOBIBA SecretGarden
大阪市中央区 スワン
大阪市中央区 宇屋
大阪市中央区 Bar RANK
大阪市中央区 カフェフルー
大阪市中央区 花やしき
大阪市中央区 メンバーズARI
大阪市中央区 Singing Bar diva
大阪市中央区 GLUTTONY
大阪市中央区 Pink elephant
大阪市中央区 チデロ
大阪市中央区 Beer Bar YELL
大阪市中央区 船場亭
大阪市中央区 tsugaya
大阪市中央区 Bros.Bar  
大阪市中央区 Y-3 BAR
大阪市中央区 TRAP QUEEN
大阪市中央区 cafe&barSTOP
大阪市中央区 日本酒うなぎだに離れ
大阪市中央区 バンバンザイ
大阪市中央区 大衆ビストロムムム
大阪市中央区 Onfleek
大阪市中央区 STAZIA
大阪市中央区 Loop
大阪市中央区 Bar 一般保護例外
大阪市中央区 Bar Garage東心斎橋店
大阪市中央区 ロッテリアなんばＣＩＴＹ南館店
大阪市中央区 mini鳥舞台
大阪市中央区 鶴亀
大阪市中央区 お茶漬け処ひよとこ
大阪市中央区 キッチンGump
大阪市中央区 叙々苑 游玄亭ホテルニューオータニ大阪店
大阪市中央区 四川食房 福龍
大阪市中央区 ちゃいにーず香港食卓（ホンコンテーブル）
大阪市中央区 大衆酒場 万祭
大阪市中央区 逹八
大阪市中央区 ねぎ焼きもえぎ
大阪市中央区 Music Bar CODA
大阪市中央区 花茶
大阪市中央区 珈人 長堀橋店
大阪市中央区 株式会社平野町スエヒロ
大阪市中央区 チャムズキッチン
大阪市中央区 さくや谷町
大阪市中央区 まる
大阪市中央区 台湾料理華丸
大阪市中央区 しじみラーメンShi43屋
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大阪市中央区 シルクロード・ウイグルレストラン ムカーム
大阪市中央区 燃えろドラゴン
大阪市中央区 源氏蕎麦
大阪市中央区 炭火焼鳥いこか
大阪市中央区 グランドサウナ心斎橋
大阪市中央区 いっちょう
大阪市中央区 焼肉 虎にツノ
大阪市中央区 牛たんと野菜巻き串 おくを難波店
大阪市中央区 カレー倶楽部ルウ南船場店
大阪市中央区 麺乃家
大阪市中央区 阿鳥 千日前店
大阪市中央区 焼肉 珍三カルビ
大阪市中央区 しっぽく庵
大阪市中央区 Le日本食堂
大阪市中央区 1416
大阪市中央区 酒肴ひじり
大阪市中央区 Bar M's
大阪市中央区 タロー
大阪市中央区 tezuma
大阪市中央区 BAR AMBER
大阪市中央区 Boo8
大阪市中央区 友局児音楽バー
大阪市中央区 よしだ
大阪市中央区 前芝料理店
大阪市中央区 上々
大阪市中央区 割烹 肉膳 光月
大阪市中央区 BarGOLD
大阪市中央区 炉ばた焼 関
大阪市中央区 デー
大阪市中央区 さるやみ堂サブタレニアンズ
大阪市中央区 DOLLAR
大阪市中央区 シャルマン
大阪市中央区 ｍｅｍｂｅｒｓ倖
大阪市中央区 ヴェルミヨンマホロバ
大阪市中央区 串焼き狄淡路町店
大阪市中央区 美少女酒場じゅげむ
大阪市中央区 entertainment bar senshia
大阪市中央区 おやじの台所
大阪市中央区 幸や
大阪市中央区 マッスル居酒屋 ちょっと。
大阪市中央区 ロレンス
大阪市中央区 花・華
大阪市中央区 FOREVER
大阪市中央区 天地人 千曰前店
大阪市中央区 カミノザ
大阪市中央区 CLUBASK
大阪市中央区 Sierra
大阪市中央区 得正 玉造店
大阪市中央区 イマジンプラス
大阪市中央区 Seven...f
大阪市中央区 ハレム
大阪市中央区 MARS
大阪市中央区 一隆
大阪市中央区 アトラクト
大阪市中央区 こころ
大阪市中央区 LIFE
大阪市中央区 大衆酒場マルヤ
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大阪市中央区 占いと喫茶 渚
大阪市中央区 ふぐ料理 ふぐてつ
大阪市中央区 串の松阪
大阪市中央区 美加佐
大阪市中央区 スナック愛
大阪市中央区 simba
大阪市中央区 Magic Bar CARD SHARK
大阪市中央区 リズール
大阪市中央区 Bar-KAYS
大阪市中央区 スナックバー 城
大阪市中央区 えびす
大阪市中央区 おの冨久
大阪市中央区 味どころ二楽
大阪市中央区 MKRミカリ
大阪市中央区 ビストロ＆バール ヴィスコ 
大阪市中央区 poppo
大阪市中央区 BAR HerMes
大阪市中央区 BarBon
大阪市中央区 autostrada
大阪市中央区 Hampi
大阪市中央区 焼き鳥 山正
大阪市中央区 CELL
大阪市中央区 `OHANA
大阪市中央区 カフェアンドバーPeg
大阪市中央区 つかもと
大阪市中央区 Hariken Kitchen
大阪市中央区 カフェ＆レスト TONI ONE
大阪市中央区 ごえ門
堺市堺区 お食事処 富士
堺市堺区 オレンヂドロップ
堺市堺区 ブラッスリーセレスト
堺市堺区 スナック 愛
堺市堺区 スナック洋
堺市堺区 コメダ珈琲店堺東店
堺市堺区 七福堂 堺店
堺市堺区 ＳＡＫＡＢＡあおいや
堺市堺区 韓国料理みいん
堺市堺区 あなごと野菜の店 美さを
堺市堺区 Member's SALON'DE 真弓
堺市堺区 カジュアルキッチン315
堺市堺区 にぎりの徳兵衛イオンモール堺鉄砲町店
堺市堺区 海味
堺市堺区 浪漫
堺市堺区 桜珈琲 三国ヶ丘店
堺市堺区 CandyDoll
堺市堺区 LINK
堺市堺区 炭火焼鳥 dining UP-ROAR
堺市堺区 メンバーズ水希
堺市堺区 丸福 本店
堺市堺区 福屋
堺市堺区 スナックウィル
堺市堺区 Pink Dia
堺市堺区 まつほ
堺市堺区 天日塩らーめんべらしお三国が丘店
堺市堺区 OPUST
堺市堺区 和彩弥 嶋川
堺市堺区 四季料理 かっぽう しん
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堺市堺区 トリヨシ商店堺東駅前店
堺市堺区 カラオケ喫茶 一条
堺市堺区 ゆず木
堺市堺区 すし美
堺市堺区 ドマーニ
堺市堺区 Ｌａｕｎｇｅ Ｄｅａｒｅｓｔ ｙｏｕ
堺市堺区 炭火焼肉 武蔵
堺市堺区 百福
堺市堺区 魁
堺市堺区 寿司処 弥助
堺市堺区 堺うどんちはや
堺市堺区 焼肉きくちゃん
堺市堺区 メンバーズＬ
堺市堺区 ステーキのどん堺七道店
堺市堺区 居酒屋ふじ
堺市堺区 キッチン鈴
堺市堺区 居酒屋 けさらん
堺市堺区 島唄ライブみーくん
堺市堺区 とりかわ権兵衛 堺東店
堺市堺区 カラオケ順子
堺市堺区 小谷酒店 立ち飲み
堺市堺区 ほるもん家てんやわん家
堺市堺区 lounge endless
堺市堺区 スナック人来鳳
堺市堺区 (Lounge)彩
堺市堺区 スナック メグ
堺市堺区 Ｃａｓａｂｌａｎｃａ
堺市堺区 ラーメン専家 天神
堺市堺区 橙の鬼灯亭
堺市堺区 may
堺市堺区 糸
堺市堺区 梶元屋
堺市堺区 おかまちゃんの店 ぶらんぶらん
堺市堺区 くらくら
堺市堺区 CRaNE
堺市堺区 湯葉と豆腐と旬料理矢野
堺市堺区 割烹十仁角
堺市堺区 玄品堺天神
堺市堺区 小春
堺市堺区 うまい屋 お食べ安
堺市堺区 カレーハウスT＆A 堺三宝店
堺市堺区 八剣伝浅香山駅前店
堺市堺区 焼鳥 聖
堺市堺区 ニュータイランドイサーン
堺市堺区 焼鳥 城
堺市堺区 オールデイダイニング＆ラウンジ ザ・ループ
堺市堺区 あぶりやどん
堺市堺区 キース
堺市堺区 KICHIRI堺東
堺市堺区 スナック京
堺市堺区 カラオケパブとまと
堺市堺区 ＺＥＲＯ零
堺市堺区 Bar桃色の月
堺市堺区 海の穂まれ堺鉄砲町店
堺市堺区 カラオケスナックR2
堺市堺区 焼肉牛ハツ
堺市堺区 一徳亭
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堺市堺区 焼肉彩
堺市堺区 DELICIOUS DINING SAKAI
堺市堺区 春日
堺市堺区 キッチン朱月
堺市堺区 ラウンジ陽
堺市堺区 Boosyブーシー
堺市堺区 スナックふれんず
堺市堺区 やいて屋
堺市堺区 元禄寿司堺東店
堺市堺区 鬼太鼓
堺市堺区 ジャピーナ
堺市堺区 しゃぶ扇堺東店
堺市堺区 ちゃんこ鍋・炉端 雄ちゃん
堺市堺区 MAY cafe
堺市中区 焼肉１１２９ 大野芝店
堺市中区 すっぽん料理 東海
堺市中区 堺泉北2号線食堂
堺市中区 カラオケ喫茶歌暦
堺市中区 やきとりの名門秋吉深井店
堺市中区 珈琲蔵人珈蔵堺伏尾店
堺市中区 めし処堺屋
堺市中区 肉バルクラン
堺市中区 鮨かげ山
堺市中区 スタンディングバーツグミ
堺市中区 喜志多
堺市中区 Bar N
堺市中区 カラオケユミ
堺市中区 初音
堺市中区 中華料理 龍運
堺市中区 インド料理レストラン スラジュ 深井店
堺市中区 酒と料理と笑顔の酒場 一心一笑
堺市中区 酒菜の肴 遊食家
堺市中区 海ごこち 深井店
堺市中区 酒菜 思案橋
堺市中区 ステーキリバーベ 深井店
堺市中区 とり王
堺市中区 すし嘉 新家店
堺市中区 天下一品堺深井店
堺市中区 豚野郎
堺市中区 with
堺市中区 原価bar  シンバ
堺市中区 あぁみ婆
堺市中区 お好み焼き みつや
堺市中区 瑞夏
堺市中区 くいしん坊
堺市中区 和楽ふたつめ
堺市中区 スナック 真理
堺市中区 居酒屋きらく
堺市東区 Dining Cafe Mika
堺市東区 カフェテリアモカ
堺市東区 レストランプルニュエ
堺市東区 春夏秋冬 白鷺店
堺市東区 おーがにっくかふぇSHINKA
堺市東区 江戸前回転鮨 弥一 堺中央環状店
堺市東区 呑み処 京
堺市東区 ホルモン くりゅう
堺市東区 居酒屋 おかえり
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堺市東区 味工房うまうま
堺市東区 四季一善 北野田店
堺市東区 インドネパール料理ナマステサガル
堺市東区 カレーハウスCoCo壱番屋堺八下店
堺市西区 居酒屋おふみ
堺市西区 ウッフ
堺市西区 お好み焼きカルカッタ
堺市西区 竜太
堺市西区 ショットバーワヤン
堺市西区 桜珈琲
堺市西区 焼肉トランザム
堺市西区 肥後つばき
堺市西区 カラオケURA
堺市西区 Haru Haru BAR
堺市西区 割烹あをき
堺市西区 新浜寺マリーナ（オアシス）
堺市西区 羽衣びーふ亭
堺市西区 酒憩我菜 未琉
堺市西区 ジェイ酒場
堺市西区 サイゼリヤアリオ鳳店
堺市西区 居酒屋りん
堺市西区 居酒屋みほちゃん
堺市西区 ガーデングリル森
堺市西区 たち花
堺市西区 さん天 堺鳳店
堺市西区 八剣伝 鳳駅前店
堺市西区 漁すけ鳳駅前店 鳳オレンジ(肉バル)
堺市西区 嶽
堺市西区 ZAZA
堺市西区 屋台おでんもりもと
堺市西区 鉄板焼けい
堺市西区 居酒屋芳し乃
堺市西区 麺屋ふくちぁん 石津店
堺市西区 立ち呑み処 くれない
堺市西区 屋台村ゆきちゃん
堺市西区 手しごとうどん工房 はちまん
堺市西区 雷寿司
堺市西区 酒処 たっちゃん
堺市西区 韓のおしり鳳店
堺市西区 カラオケひまわり
堺市西区 紅梅
堺市西区 Calirollers 
堺市西区 立ち飲みトラ寅
堺市西区 キンロや
堺市西区 コメダ珈琲店堺上野芝店
堺市西区 ホルホース
堺市西区 もつ鍋と餃子 永楽 
堺市西区 コ－ヒーハウスnoga&スナック
堺市西区 コリアンダイニング李朝園 鳳ウイングス店
堺市南区 酒楽たんと
堺市南区 こう多郎
堺市南区 桜珈琲 泉北店
堺市南区 らんらん
堺市南区 どんどん
堺市南区 ティ・ケイきっちん
堺市南区 モスバーガー泉北2号豊田店
堺市南区 河内屋
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堺市南区 さん天 堺豊田店
堺市南区 韓国料理マダン
堺市南区 エヴァンス
堺市南区 サイゼリヤ泉ヶ丘駅前店
堺市南区 BAR KTM
堺市南区 鮨樽
堺市南区 Fe's
堺市南区 ラウンジパーティー
堺市南区 のぼり調子
堺市南区 串の井 パンジョ店
堺市南区 鎌倉パスタ 堺泉北店
堺市南区 おばんざい居酒屋心しん
堺市南区 すし処 函館市場 堺泉北店
堺市南区 名代カレーうどん きらく
堺市南区 大阪の味らーめん喜らくアクロスモール店
堺市南区 スナック街
堺市北区 お好み焼き きて家
堺市北区 ダーツ&バー ジェロニモ
堺市北区 富山屋
堺市北区 TACOYAKI  CORO玉
堺市北区 ラーメン魁力屋 堺新金岡店
堺市北区 牛たん専門店フルラージュ
堺市北区 いちらく
堺市北区 Kitchenぱにぱに
堺市北区 カラオケ青湖
堺市北区 インドレストラン スラジュ 中百舌鳥店
堺市北区 サグン インドレストラン＆バー
堺市北区 中華料理 百華扇
堺市北区 ミキヤ食堂
堺市北区 カラオケ喫茶愛
堺市北区 居酒屋一休
堺市北区 炭火焼肉酒家牛角北花田店
堺市北区 ワイン酒場Rino
堺市北区 Tacos y Tequila Mole
堺市北区 炭火串焼き酒場ａｒ  えんず
堺市北区 炭焼創作料理MOZU
堺市北区 ラウンジフェアリー
堺市美原区 えびいち
堺市美原区 インドネシア料理SANJAYA
堺市美原区 Bar Joint
堺市美原区 千尋の道
堺市美原区 喫茶＆郷土料理 美園茶家
堺市美原区 縁家
岸和田市 cafe sweets area51
岸和田市 お母ちゃんの味 彩
岸和田市 喫茶 游
岸和田市 岸和田食堂
岸和田市 桜珈琲 岸和田店
岸和田市 おばんざい  うさぎ
岸和田市 岸和田西之内食堂
岸和田市 キムチのさかい
岸和田市 JIRUBA PEACE
岸和田市 山城
岸和田市 岸和田市 五風荘
岸和田市 岸和田グランドホール マリーナ
岸和田市 アヤコ食堂
岸和田市 名菜楼
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岸和田市 サロン、カラオケ、スワン
岸和田市 お好み焼きみなみ
岸和田市 かに問屋
岸和田市 ピエロ
岸和田市 家庭料理の店和楽
岸和田市 SABAI kitchen 
岸和田市 楽食楽酒 貴
岸和田市 カクテルハウスムーンストーン
岸和田市 サイゼリヤ岸和田カンカンベイサイドモール店
岸和田市 居酒屋 直太郎
岸和田市 ラウンジGRACE
岸和田市 ＬｏｃａＢｒａｎ～ロカブラン～
岸和田市 エムズカフェ
岸和田市 カラオケ そわそわ
岸和田市 ミュージックスポットアプローズ
岸和田市 溶岩焼き 鷄KOKKO
岸和田市 居食充 五十番
岸和田市 おばんざい居酒屋 あかり
岸和田市 虎鉄
岸和田市 居酒屋気まぐれ
岸和田市 びっくりドンキー岸和田店
岸和田市 きまぐれ
岸和田市 CAFE  NO-DA
岸和田市 プラットホーム
岸和田市 コメダ珈琲店 岸和田店
岸和田市 家庭料理入舟
岸和田市 目利きの銀次
岸和田市 山内農場
岸和田市 カラオケ喫茶 真衣
岸和田市 鹿児島ラーメン真琴
岸和田市 猿とモルターレ
岸和田市 一品料理 えんかい
岸和田市 タベルナ
岸和田市 韓のおしり岸和田店
岸和田市 お好み焼きみえちゃん
岸和田市 朋友倶楽部
岸和田市 炭火焼肉 祭ばやし
岸和田市 ダッシュ賑
岸和田市 釜山道川中井町本店
岸和田市 一品料理 あまじ
岸和田市 Bistro Oser mignon
岸和田市 スタジオF
岸和田市 亜土炉
岸和田市 おかん
岸和田市 ダイニングカフェ＆キッチン K side
岸和田市 アリラン亭
岸和田市 カレーハウスCoCo壱番屋 岸和田並松店
岸和田市 PARADISE
岸和田市 とんかつの店 一文字
岸和田市 Slumber Party
岸和田市 カラオケ夢
豊中市 鉄板中華 究
豊中市 久屋商店
豊中市 大阪王将豊中熊野店
豊中市 ＭＩＳＳＨＡ
豊中市 丸福珈琲店 伊丹空港店
豊中市 かっぱ梶岡
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豊中市 串家物語 LABI千里店
豊中市 魚政
豊中市 スナックわさら
豊中市 作州武蔵魍魎亭
豊中市 六源 豊中店
豊中市 Bar BOMM
豊中市 ゆう
豊中市 焼肉grandma
豊中市 とりや富衛門
豊中市 田舎
豊中市 きりん珈琲
豊中市 ホームバーハーツ
豊中市 タイ屋台料理「タイキック」
豊中市 居酒屋ひろちゃん
豊中市 BarQuontity
豊中市 elan-maman
豊中市 居酒屋風素人料理三太
豊中市 さち福やCAFE 大阪国際空港
豊中市 CAVOLO（カヴォロ）
豊中市 中国名菜さだひろ
豊中市 家系ラーメン麺屋一得
豊中市 ラビット
豊中市 喝采
豊中市 来よしー
豊中市 BarLazo
豊中市 洋膳花水木
豊中市 割烹cob
豊中市 串紀行
豊中市 カラオケ町
豊中市 ＥＰＲＯＮＴＯ モノウェル千里中央
豊中市 宮崎地鶏炭火焼 車 蛍池店
豊中市 スパイス食堂ナムナム
豊中市 しゃとらん
豊中市 焼肉三太長興寺店
豊中市 ステーキのどん中環柴原店
豊中市 カラオケ喫茶 アサヒ
豊中市 おんどり庵 庄内店
豊中市 鉄板焼・お好み焼 カマカ
豊中市 クイーン
豊中市 なにわ料理 鴇
豊中市 こいぞう
豊中市 二葉寿司
豊中市 焼肉薩摩
豊中市 スナックドラゴン
豊中市 お好み焼き やま福
豊中市 カレー屋 グランドセントラル
豊中市 ル・パン神戸北野 伊丹空港店
豊中市 いろは串
豊中市 まほろばてい
豊中市 丸十寿司西店
豊中市 てっぱん居酒屋三太
豊中市 武遊田
豊中市 餃子の勝 豊中本店
豊中市 やきとりだいにんぐMALIBU
豊中市 松家
豊中市 焼鳥串焼きMALIBU
豊中市 酒楽家なが江 名古屋の味
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豊中市 どさん子大将
豊中市 free and easy
豊中市 ホテルアイボリ― パントリー
豊中市 信州そばそば茶屋
豊中市 鮨・和食 日髙
豊中市 タンネ カフェ
豊中市 マクドナルド庄内店
豊中市 慶州館
豊中市 居酒屋まあさん豊中駅前店
豊中市 ニャンコ
豊中市 サイゼリヤイオンタウン豊中緑丘店
豊中市 ふれあい酒場 恋
豊中市 おつまみ酒場 てんやわんや
豊中市 九州焼肉焔喜楽（えんじょい）豊中店
豊中市 創作鉄板焼 とん平 本店
豊中市 居酒屋 K ³
豊中市 戦国料理本陣
豊中市 やきとりレストランBAR豊
豊中市 カラオケ喫茶スナック亜樹
豊中市 和風スナック由美ちゃん
豊中市 KICHIRI豊中駅前
豊中市 Natural Wine Shop&Bar Histoi
豊中市 いなほ
豊中市 蓮天
豊中市 インド料理 ニューリトルインディア 庄内
豊中市 炭火焼肉七輪服部緑地店
豊中市 ごはん処おかだや
豊中市 スナックシュガー
豊中市 BABOO
豊中市 SOLVIVA&TAJIMAYA
豊中市 彩鶏
豊中市 セントローリエ
豊中市 NICK STOCK 伊丹空港店
豊中市 あほや夕日丘店
豊中市 ザ・ローフ カフェ/ザ・ローフ ベーカリー
豊中市 飛車角
豊中市 居酒屋 いさり火
豊中市 やきとり育郎
池田市 呑み処293
池田市 あおき
池田市 カラオケ喫茶アンド
池田市 スパローハウス
池田市 のらばる
池田市 創作居酒屋ＭＡｈｉｒｏ
池田市 カラオケ本舗まねきねこ 石橋店
池田市 炭火七輪焼肉たんたん
池田市 炭火焼鳥 英
池田市 洋風ダイニングてつ
池田市 ザ・夜のヒットテン
池田市 お食事処えだまめ
池田市 カラオケ喫茶いずみ
池田市 おふくろの味 れんこん
池田市 ｋｅ ｂａｒ ミュー
池田市 CLUB III
池田市 日本料理 くろ川
池田市 トラットリア ステヴァーレ
池田市 うちごはんさんご
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池田市 お好み焼 偶 大阪池田店
池田市 太郎兵衛寿司
池田市 TAJ MAHAL EVEREST
池田市 餃子の勝 石橋店
池田市 Mangan
池田市 篝火
池田市 博多串焼ウマカーよかばい石橋
池田市 わんぱく酒場鶏太
池田市 １６ｅ
池田市 くつろぎ空間創作ダイニングじゃこらん
池田市 ほそかわ
池田市 亜舎(ヒマラヤキッチン）
池田市 M2
池田市 豊後高田どり酒場
池田市 ラウンジ サラ
池田市 ミスタドーナツ阪急池田店
池田市 麺屋SALT
池田市 スナック セイナ
池田市 焼肉 いわみ
池田市 クラブイー
池田市 スナックゆう
池田市 野乃鳥 本店
池田市 炭火焼肉七輪池田店
池田市 倉
池田市 ひとあじ
池田市 アルバール石橋店
池田市 cofe&bar流岩
池田市 串手だいすけ
池田市 珍多楽
池田市 博多ラーメンげんこつ 石橋店
池田市 居酒屋知之祐
吹田市 ダイニングキッチン・ミライエル
吹田市 すずめ
吹田市 東大門とり鍋屋
吹田市 ＴｏＲｉｃｈ
吹田市 広島お好み焼き 鉄板焼き かん吉
吹田市 カラオケ喫茶サニー
吹田市 カラオケまねきねこ 江坂駅前店
吹田市 ホテルクライトン江坂
吹田市 柏屋
吹田市 四季のあしらい侍
吹田市 焼肉レストラン深山
吹田市 LONGADESEO2018
吹田市 とんかつ 湖中 楽句
吹田市 お食事処せんなり
吹田市 カフェ ゲリラ
吹田市 餃子の王将豊津店
吹田市 スナック ジュン
吹田市 Old Blue
吹田市 とん助
吹田市 ラウンジルナ
吹田市 フォルクス中環千里店
吹田市 しゃぶしゃぶどん亭江坂店
吹田市 うを七西店
吹田市 しーちゃんのお店
吹田市 江坂クロケッツ
吹田市 酒肴処たに川
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吹田市 気まぐれムッシュのｃａｆｆｅＢｉｚｚａｒｒｏ
吹田市 居酒屋てつ
吹田市 居酒屋千
吹田市 Queen Bee
吹田市 牛らく
吹田市 寿司処 かじか
吹田市 千房 江坂店
吹田市 武双家
吹田市 スイーツパラダイス エキスポシティ店
吹田市 とん鉄 江坂店
吹田市 権太呂すし
吹田市 プリシア
吹田市 麵や六三六江坂
吹田市 たこ焼き酒場 KOSHIN
吹田市 生成
吹田市 ジラソーレ リッコ
吹田市 Ｄｅｌａｙ 
吹田市 ラクショウ
吹田市 もつ鍋もっつう江坂店
吹田市 バンザイ酒房
吹田市 日本料理みやけ
吹田市 居酒屋夢食
吹田市 開運丸
吹田市 からあげ専門店FUJI 江坂豊津店
吹田市 中華日の出
吹田市 なかよし堂
吹田市 ＲＯＳＩＥ
吹田市 おいしんぼ
吹田市 黒兵衛 江坂店
吹田市 目利きの銀次
吹田市 NEW TAJ MAHAL EVEREST 関大前店
吹田市 鮨処すえ広
吹田市 居酒屋ふるさと
吹田市 秋吉
吹田市 コリアンダイニング李朝園 
吹田市 餃子の王将 江坂店
吹田市 旬菜山﨑竹谷店
吹田市 揚げたて天ぷらささき
吹田市 蜀王府
吹田市 CafeEight
吹田市 ほっこり
吹田市 焼肉倉屋 南千里店
吹田市 馬力食堂
吹田市 一夜干し商店
吹田市 食彩酒家びーわん
吹田市 スナック凜香
吹田市 博多流 神屋
吹田市 豆の木
吹田市 豊。 とよまる
吹田市 街の肉バルBuff 江坂店
吹田市 ポポラマーマJR吹田店
吹田市 居酒屋いずみ
泉大津市 カラオケ喫茶ありんこ
泉大津市 Bar KoKopelli
泉大津市 ネギ焼 かっぱ
泉大津市 Sweets Factory Shilo
泉大津市 季節料理 味彩
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泉大津市 ＲＯＵＴＥ４５０
泉大津市 えん
泉大津市 花いち
泉大津市 うどん・居酒屋 湖中 泉大津店
泉大津市 田中の餃子
泉大津市 あがさ
泉大津市 台所ダンケちゃんちゃん
泉大津市 とりかわ権兵衛 泉大津店
泉大津市 とりかわ権兵衛 和泉店
泉大津市 フィリピンパブPARUPARO
泉大津市 ステーキハウスあひるの子
泉大津市 スナックLuvPlant
泉大津市 焼肉とっちゃん 泉大津店
泉大津市 カラオケ チェリー
泉大津市 Re:Noa
泉大津市 おし鳥
泉大津市 Casual Kitchen N-51
泉大津市 ソウサクオデンゴヨウ
泉大津市 新鮮鳥焼き ぼんじり泉大津店
泉大津市 昇龍
泉大津市 たかちゃん
泉大津市 ながい
泉大津市 EJ牧場
泉大津市 煌キラリ
泉大津市 やよい軒泉大津店
泉大津市 碧海
高槻市 やきにくやさん牛亭
高槻市 スエヒロ亭
高槻市 旬香集灯 みこし
高槻市 家庭料理 陽
高槻市 いててや
高槻市 すし処津ごう
高槻市 BAR BACCHUS
高槻市 大樹
高槻市 都月
高槻市 大阪王将阪急富田店
高槻市 鶴吉
高槻市 ナイトスポット Ｔ＆Ｙ
高槻市 料理屋わさび
高槻市 居酒屋にし家
高槻市 スナック イブ
高槻市 くし太
高槻市 熱帯食堂 高槻本店
高槻市 磯丸水産高槻店
高槻市 CORAL KITCHEN at garden
高槻市 ラーメン魁力屋 高槻店
高槻市 HATSUNE
高槻市 spanish bar & cafe NEUTRAL
高槻市 BAR UTUTU
高槻市 和風酒処K
高槻市 無双心高槻店
高槻市 緑
高槻市 八剣伝 高槻栄町店
高槻市 創作酒菜もりたまYA
高槻市 ごはんや要兵衛
高槻市 インド料理 SAVERA
高槻市 ステーキのどん高槻東店
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高槻市 高槻肉劇場
高槻市 ブルーム
高槻市 中華料理 天平
高槻市 海鮮酒房 亀尾
高槻市 ホルモン焼 味紘
高槻市 味人
高槻市 カラオケ喫茶和
高槻市 ディーディー
高槻市 Dining bar & live Flame
高槻市 BIRD
高槻市 ＪＫカフェ
高槻市 サブウェイJR高槻駅店
高槻市 LeLapinBleu
高槻市 ＪＫ高槻店
高槻市 ＪＫ富田店
高槻市 お好み焼 よしもと 本店
高槻市 新生飯店 天川店
高槻市 くら寿司芥川店
高槻市 越後秘蔵麺無尽蔵高槻家
高槻市 I zakaya 16番地
高槻市 日登実
高槻市 やたい屋
高槻市 よりみちおみつ
高槻市 濃厚煮干とんこつラーメン 石田てっぺい
高槻市 BAR  SPUTNIK
高槻市 京閣
高槻市 高槻ちゃぶちゃぶ
高槻市 うさぎや
高槻市 炭火焼肉七輪高槻店
高槻市 希望軒 上牧店
高槻市 スナック光一
高槻市 たけやん
高槻市 ラーメン横綱高槻店
高槻市 ロッキーハウス
高槻市 八方美人
高槻市 薩摩の牛太 寿栄店
高槻市 鉄板焼居酒屋栄ちゃん
高槻市 元禄寿司高槻店
高槻市 カンタムーチョ
貝塚市 レストラン 友楽山荘
貝塚市 湯あそびひろば 貝塚清児の湯
貝塚市 焼肉ふじ
貝塚市 恵寿し
貝塚市 MoJa
貝塚市 焼肉あみ
貝塚市 SAN
貝塚市 カラオケコアラ
貝塚市 カラオケまねきねこ 貝塚店
貝塚市 Bar@home
貝塚市 タカラマルヤマテン
貝塚市 レストランナポリ
貝塚市 粉もんこまち
貝塚市 たから寿司本店
貝塚市 Cafe茶ぁちゃん
貝塚市 モダンチャイニーズKITA
貝塚市 カラオケだるま
貝塚市 大阪ふくちあんラーメン 貝塚店
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貝塚市 ラーメン男塾 貝塚小瀬店
貝塚市 焼肉松ちゃん
貝塚市 よさこい産業文化会館店
貝塚市 東貝塚酒場 情熱ホルモン
貝塚市 Precious
貝塚市 炉ばた にしき
貝塚市 喜楽焼肉店
貝塚市 スコットパパ
貝塚市 夢一喜貝塚店
貝塚市 高寿
守口市 神楽食堂 串家物語 イオン大日店
守口市 焼肉 安さん
守口市 かねまさ
守口市 ラウンジR
守口市 おばんざい ことの葉
守口市 鳥右衛門
守口市 カラオケ本舗まねきねこ 京阪守口店
守口市 ロデオドライブ
守口市 初
守口市 居酒屋隼人
守口市 えびのや イオンモール大日
守口市 RISE
守口市 麺屋とり仁
守口市 ザ・田
守口市 彩菜美酒 さくらこ
守口市 bar Loretto
守口市 肉匠 紋次郎 守口市駅前店
守口市 ステーキ食堂BECO 京阪守口店
守口市 函館市場イオンモール大日店
守口市 中華料理岬
守口市 五穀 イオンモール大日店
守口市 お好み焼「藤」
守口市 たこやき ぷるぷる
守口市 カラオケスタジオ アスカ
守口市 栄寿司
守口市 えん
守口市 カラオケ喫茶キャブ
守口市 園
守口市 lounge &
守口市 昭和大衆ホルモン 守口寺方店
守口市 スナックバージュン
守口市 なすび
守口市 亞蛇夢
守口市 麺匠やしま
守口市 呂仁
守口市 ISLAY
守口市 中華宝仙
守口市 カラオケ喫茶店 であい君子
守口市 MONKEY JAM
守口市 居酒屋勝
守口市 ぱぶ茶屋 狩
守口市 焼鳥居酒屋 鳥倖
守口市 居酒屋 白浜
守口市 万奈以多上
守口市 しゃぶ菜 イオン大日
守口市 サイゼリヤイオンモール大日店
守口市 なはまだない
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守口市 遊遊
守口市 8bit エイトビット
守口市 やすべえはなれ
守口市 大穴
守口市 柿右衛門
守口市 ぎをん椿庵 イオンモール大日店
守口市 文禄堤 茶味
守口市 ヴィンテージ
守口市 居酒屋やよい
守口市 HEMP
守口市 Bar C ross
守口市 にく楽家 鐵牛
守口市 博多ラーメンげんこつ イオンモール大日店
枚方市 かか舎
枚方市 大寿司
枚方市 Tante
枚方市 浜木綿 枚方田口店
枚方市 Ｌ Ａ Ｒ Ｍ Ｅ 枚方 店
枚方市 bully
枚方市 居酒屋はな
枚方市 おばんざい春千代
枚方市 Sup
枚方市 Cavatappi30
枚方市 海鮮居酒屋味人
枚方市 谷口商店
枚方市 モスバーガー枚方茄子作店
枚方市 毛利や 串よし
枚方市 都飯店
枚方市 フジオ軒 西招提
枚方市 やきとり大吉宮之阪駅前店
枚方市 やきとり大吉楠葉南店
枚方市 ステーキカッポー恒づね
枚方市 寿司つるや
枚方市 輝夜
枚方市 BAR store house
枚方市 けんちゃん店
枚方市 五穀 くずはモール店
枚方市 SAFFRON
枚方市 楽食居酒屋 三百円このみ くずは店
枚方市 喜助どん
枚方市 自家製面 杵屋枚方駅エル枚方店
枚方市 いちどう
枚方市 ショウカドウ
枚方市 リュウホウ
枚方市 カレーハウスcoco壱番屋 枚方国一店
枚方市 Rプラスカフェ
枚方市 まき
枚方市 炭火焼肉さか元
枚方市 旬菜ちろり
枚方市 カラオケ喫茶なかよし
枚方市 Night in N
枚方市 ラウンジRegina
枚方市 つけ麺・らーめんeiTo8
枚方市 sweet music ReMEMBERS
枚方市 いいとも
枚方市 旬肴どうひら
枚方市 天の川かささぎ
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枚方市 よりみち
枚方市 CAFE 117-55
枚方市 ニューシーマ
枚方市 カラオケあすか
枚方市 シビカラ屋ロッキー
枚方市 だいこん
枚方市 カラオケ喫茶花月
枚方市 chiko'sBar ViVi
枚方市 トレンタ
枚方市 リザキッチン
枚方市 串焼き ちゅどーん
枚方市 GATE
枚方市 ハレノヒ
枚方市 shine
枚方市 キッドアイラック
枚方市 むぎ
枚方市 カラオケ喫茶ニュー季遊人
枚方市 魚萬
枚方市 大阪ふくちぁんRAVO 樟葉店
枚方市 ふくちぁんラーメン 枚方店
枚方市 Tooosu
枚方市 串焼きちゅど～ん
枚方市 カプリチョーザピッツァアンドビュッフェニトリモール枚方店
枚方市 竜馬
枚方市 コートダジュール
枚方市 ご馳走中華厨房はっちん
枚方市 無名屋 津田店
枚方市 和家
枚方市 10's CAFE
枚方市 産直酒場やまと
枚方市 無名屋 牧野店
枚方市 創作和食ダイニング暦
枚方市 味処丸山
枚方市 KICHIRI枚方市駅前
枚方市 PISOLA枚方須山店
枚方市 PISOLA東香里店
枚方市 麺ダイニングじん
枚方市 BURN SIDE ST CAFE KUZUHA
枚方市 Snack Saki
枚方市 カラオケ スナック あーる
枚方市 China Kitchen 楓
枚方市 ポムの樹枚方店
枚方市 青い城
枚方市 もつ鍋 在温や
枚方市 The Second BAR
枚方市 丸源ラーメン 枚方店
枚方市 ホワイトヒルズ
枚方市 カラオケ三昧
枚方市 有限会社くずは一の谷
枚方市 Bar joujou
枚方市 フジマル醸造所京阪くずは店
枚方市 大和水産 牧野店
茨木市 やきとり 居酒屋 吉鳥
茨木市 シック
茨木市 ラーメン喜楽
茨木市 ダイナー
茨木市 ラ・メール
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茨木市 酒房お食事処 酔笑
茨木市 焼鳥 三鳥
茨木市 焼鳥大吉真砂店
茨木市 キッチン・バル 治兵衛
茨木市 とんかつ上善
茨木市 和ダイニング食彩健美湖中彩都店
茨木市 ラーメン魁力屋 茨木店
茨木市 やきとり一番 阪急茨木駅店
茨木市 エトワール
茨木市 ステーキ食堂ｇｒａｍ
茨木市 Ａ－Ｓｔｙｌｅ
茨木市 串やでござる茨木店
茨木市 BAR Teachers'
茨木市 氣ＤＯＲＩ
茨木市 琉球料理 てぃんがーら
茨木市 川芳
茨木市 だんだん
茨木市 養老乃瀧南茨木店
茨木市 にゅーさらりいまん
茨木市 真珠に竹馬
茨木市 酒菜花
茨木市 スナック スワロー
茨木市 カフェなかちよ
茨木市 井上水産
茨木市 ナイトスポットＭ２
茨木市 ＪＫ茨木
茨木市 からおけ喫茶ふじ
茨木市 郷土料理九州
茨木市 大阪王将茨木店
茨木市 Loungeプリティ
茨木市 おばんざいや駐輪前
茨木市 ルミエール(Lumiere)
茨木市 こっこ家
茨木市 Bar Lime Light
茨木市 LoungeFiore
茨木市 焼肉酒場 闘牛屋
茨木市 肉バルGABUTTO
茨木市 濃厚とんこつラーメン てっぺい
茨木市 居酒屋はなちゃん
茨木市 KICHIRI阪急茨木
茨木市 小鉢diningB-rush8
茨木市 野乃鳥 茨木椿之本陣
茨木市 四六時中茨木店
茨木市 希望軒 茨木店
茨木市 Bar kiki
茨木市 炭火焼肉じゅじゅ庵 阪急茨木店
八尾市 浜料理かつらぎ
八尾市 カルビの王様 八尾店
八尾市 麺場 田所商店 八尾店
八尾市 酒房のざわ
八尾市 鉄板焼 お好み焼 和
八尾市 カラオケ喫茶ヒット
八尾市 MERIA-メリア-
八尾市 味彩
八尾市 アトリエ
八尾市 千両箱
八尾市 天婦羅小のや
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八尾市 旬魚菜正や
八尾市 炭焼キッチンいちごや
八尾市 カラオケまねきねこ 八尾駅前店
八尾市 大衆酒場 明日菜
八尾市 焼肉ホルモン 勝万
八尾市 ひろ政
八尾市 銀月
八尾市 Hip・Lip
八尾市 スナックｄｅｌｆｉｎｏ
八尾市 ラーメン魁力屋 八尾店
八尾市 居酒屋ごん太
八尾市 河KOU
八尾市 IAKATORIH
八尾市 DiningcafePROTIO
八尾市 天ぷら旬菜天花
八尾市 華龍
八尾市 寿司ダイニングまねき猫
八尾市 マクドナルド外環八尾店
八尾市 福寿司
八尾市 焼肉ハウス赤じゅう
八尾市 ラウンジジェラード
八尾市 メーテル
八尾市 割烹田一
八尾市 大黒屋
八尾市 PAUHANA 八尾店
八尾市 亀八
八尾市 J.bros
八尾市 ぽたるん
八尾市 やきにく牛楽
八尾市 Bar Orion
八尾市 源屋
八尾市 シワリラ 志紀店
八尾市 喫茶カリメラ
八尾市 和食さと 八尾青山店
八尾市 串ひろ
八尾市 カラオケルームヒダカ
八尾市 神戸クックワールドビュッフェ リノアス八尾店
八尾市 さん天 八尾宮町店
八尾市 さん天 八尾高美店
八尾市 土間土間 八尾店
八尾市 炭火とワイン八尾店
八尾市 MOKSHA（モクシャ）
八尾市 のみくい処浜ちゃん
八尾市 麺家あき成
八尾市 Aand*ナチュラルベーグルとおうちごはん
八尾市 焼肉たくや
八尾市 鮨よし
八尾市 菜
八尾市 インド・ネパール料理ポカラ 
八尾市 焼肉はらだ本店
八尾市 スナックユリア
八尾市 Cafe ONE
八尾市 YOU
八尾市 焼屋和楽亭
八尾市 焼鳥・蕎麦わっしょい
八尾市 Waveee dining bar
八尾市 恋

123 / 136 ページ



市町村名 施設名称

※この一覧は、お申し出いただいた皆様であり、支給が決定された一覧ではありませんのでご留意ください。
                  （この一覧の情報は、申請書の記載内容に基づいています。）                   【順不同】

ご協力のお申し出をいただきました施設の一覧（令和3年11月22日公表分）

八尾市 ナポリ・デ・ナポリ
八尾市 和食さと 弓削店
八尾市 八尾飯店本店
八尾市 カラオケキッチンおかん
八尾市 ぼちぼち福万寺店
八尾市 焼肉 わっちょい
八尾市 焼肉 しま乃
八尾市 焼き肉ホルモンの店つねちゃん
八尾市 いまる
八尾市 洋食や
八尾市 ダイニングなごみ
八尾市 もつ鍋とホルモンの店 蝶屋
八尾市 みよし
八尾市 炭焼きキッチンとりこ
八尾市 KICHIRI八尾
八尾市 カラオケ真ちゃん
八尾市 実の花
八尾市 餃子の王将 八尾沼店
八尾市 すずらん
八尾市 ポーのヘヤ
八尾市 カラオケスタジオ銀河
八尾市 コメダ珈琲八尾高美店
八尾市 コメダ珈琲店外環八尾北店
八尾市 お好み店 てん
八尾市 河内らーめん喜神
八尾市 料理菜々 きりん
泉佐野市 小花亭
泉佐野市 Bar CieL
泉佐野市 プラグカフェ
泉佐野市 串カツ屋 チュテネ
泉佐野市 桜珈琲 泉佐野店
泉佐野市 お好み家木金土
泉佐野市 お食事処植田
泉佐野市 関空温泉ホテルガーデンパレス
泉佐野市 そうさく料理てんきち
泉佐野市 居酒屋八重
泉佐野市 泉州の郷
泉佐野市 Party Dining Chill out
泉佐野市 釣餌卸問屋 光商店 おさかなはうす
泉佐野市 私のステージ恋歌
泉佐野市 美食倶楽部 一歩
泉佐野市 情熱ホルモン羽倉崎酒場
泉佐野市 スナック恵美
泉佐野市 歌処 花道
泉佐野市 スナックさち
泉佐野市 居酒屋 郁ちゃん
泉佐野市 板前食堂
泉佐野市 居魚屋なかた
泉佐野市 杏
泉佐野市 自家製うどん天羽
泉佐野市 お好み焼き串鉄板 花
泉佐野市 らぁめん天風軒 本店
泉佐野市 仕出し割烹 魚初
泉佐野市 鮮魚・旬菜・割烹 初月
泉佐野市 山内農場
泉佐野市 焼肉万ちゃん
泉佐野市 アイリス

124 / 136 ページ



市町村名 施設名称

※この一覧は、お申し出いただいた皆様であり、支給が決定された一覧ではありませんのでご留意ください。
                  （この一覧の情報は、申請書の記載内容に基づいています。）                   【順不同】

ご協力のお申し出をいただきました施設の一覧（令和3年11月22日公表分）

泉佐野市 PLAZA IN KANKU ホテル 食堂
泉佐野市 ダイニング和実や
泉佐野市 THE KOREAN STYLE OBON PEP
泉佐野市 NEW OLD STOCK
泉佐野市 一笑
泉佐野市 リストランテ アパパーチョ
泉佐野市 お寿司
泉佐野市 KIEFEL 関西空港店
泉佐野市 コメダ珈琲店りんくう羽倉崎店
泉佐野市 スナック羅蘭
泉佐野市 とんかつ かつ喜 泉佐野店
泉佐野市 若葉
泉佐野市 meme
泉佐野市 むう
泉佐野市 バイキング左近 末広店
富田林市 ふぐ政 富田林店
富田林市 花唐草
富田林市 桜珈琲 富田林店
富田林市 カレーハウスCoCo壱番屋 富田林外環状線店
富田林市 十六夜
富田林市 きばらし
富田林市 居酒屋あかね
富田林市 レイドバック
富田林市 初代富田林珈琲ホンマルラジオ南大阪局
富田林市 千房金剛店
富田林市 TEAGRILL 亜瑠瑠
富田林市 紅焔
富田林市 あかんたれ
富田林市 寿司懐石内海
富田林市 のらや富田林店
富田林市 宜候
富田林市 炭火 牛兵衛
富田林市 まつり家 富田林店
富田林市 へべれけ
富田林市 ピットインオモヤズプレイス
富田林市 玄
富田林市 極みとんかつ かつ喜 喜志店
富田林市 焼肉五苑 富田林店
寝屋川市 RAMEN  JUNYA
寝屋川市 ATEN
寝屋川市 ふるさと
寝屋川市 elf cafe
寝屋川市 ＫＡＲＡＯＫＥ ＢＡＲ Ｊｓ
寝屋川市 炭火焼くっちき
寝屋川市 LUCIA
寝屋川市 5STAR KITCHEN
寝屋川市 お好み焼ちえちゃん
寝屋川市 すなお
寝屋川市 寝屋川讃良食堂
寝屋川市 鳥一番
寝屋川市 おきどき
寝屋川市 Darts&SportsBar  Chou-Chou
寝屋川市 も～やん
寝屋川市 BON
寝屋川市 おふくろの味ひとみ
寝屋川市 炭火焼鳥ひよこ家
寝屋川市 焼肉 牛炎
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寝屋川市 ダイニング WASABI
寝屋川市 焼く鳥屋 寝屋川店
寝屋川市 bar snack じゃっかる
寝屋川市 小人の神様の台所
寝屋川市 カラオケスナックアムロ
寝屋川市 TAKOKARA
寝屋川市 じゃんぼハイボール酒場香里園店
寝屋川市 Asian Restaurant Pinoy
寝屋川市 INDIAN NEPALI RESTAURANT RISHTA
寝屋川市 Anu an cafe
寝屋川市 カラオケハッピー
寝屋川市 Rico1715
寝屋川市 風蓮人
寝屋川市 韓国炉端 済州
寝屋川市 カラオケいざかやかっちゃん
寝屋川市 CAFE SONO VIVO
寝屋川市 酒菜家
寝屋川市 だりやみもーれー
寝屋川市 麺や六三六寝屋川
寝屋川市 ちょい吞み 気まぐれ
寝屋川市 和ダイニング ちくま庵
寝屋川市 どんさい（DONSAI）
寝屋川市 磯平
寝屋川市 麺道服部
寝屋川市 ビストロ新
寝屋川市 アラジン
寝屋川市 le Pequelet
寝屋川市 焼肉 味喜園
寝屋川市 ベビーフェイスプラネッツ寝屋川店
寝屋川市 豊後高田どり酒場
寝屋川市 ふくちあんラーメン
寝屋川市 Bird Yue
寝屋川市 ちゃんこ部屋 寝屋川店
寝屋川市 Ｂan蝶
寝屋川市 魚屋海老蔵 香里園店
寝屋川市 オスカー
寝屋川市 韓国料理(居酒屋)美江
寝屋川市 カラオケアケミチャン
寝屋川市 KICHIRI寝屋川市駅前
寝屋川市 カラオケ小町
寝屋川市 華洋本格四川料理
寝屋川市 肉処倉 寝屋川店
寝屋川市 広島どやさ
寝屋川市 hello-G ハロジ
寝屋川市 炉端バルハコ
寝屋川市 バイキング左近  寝屋川店
寝屋川市 おだはら亭
河内長野市 スナック ルアラ
河内長野市 キャンディ
河内長野市 古民家カフェ福智庵
河内長野市 餃子の王将 河内長野店
河内長野市 歩絵夢
河内長野市 旬彩握鮨 しっとう屋
河内長野市 酒菜つぶやき
河内長野市 カステッロ
河内長野市 スナック ティアラ
河内長野市 Lamp
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松原市 Stall Bante
松原市 Cafe Chou Chou
松原市 居酒屋ダイニングふぁぃみいる
松原市 松原新堂食堂
松原市 松原天美食堂
松原市 とつの店
松原市 すすめ！ヴァイキング松原店
松原市 Chatoka
松原市 立呑み 姫
松原市 アニマル
松原市 焼肉の蔵
松原市 遊山
松原市 なつき
松原市 サイゼリヤカナートモール松原店
松原市 テーブルオーダーバイキング 焼肉王道 松原店
松原市 七輪焼鳥 一鳥 松原店
松原市 カツラズシ
松原市 サン・ポプラ
松原市 神山酒店
松原市 カラオケスナックみや
松原市 すし半松原店
松原市 JUNKO
松原市 御食事処ふるさと
松原市 ハローエイト
松原市 創作揚げ工房 さんぽ
松原市 ホルモン焼肉 大黒屋
松原市 大阪ふくちぁんラーメン 丹南店
松原市 スナックハイヒール
松原市 Rouge
松原市 居酒屋すず
松原市 丸源ラーメン 河内天美店
松原市 まぁじゃんStar7
大東市 松屋焼肉すてぇ～き 住道オペラパーク店
大東市 酔場
大東市 薩摩っ子らーめん 大東店
大東市 わいん酒場 まーる
大東市 鉄板もんじゃ こて家
大東市 カラオケ・カフェBARダンク
大東市 ホルモンイチハシ
大東市 和牛焼肉きのした
大東市 大惣
大東市 大阪ふくちゃんラーメン鶴見店
大東市 コリアンダイニング李朝園住道店
大東市 きまぐれ屋 kuro 
大東市 リンガーハット大東野崎店
大東市 菜色膳 あら平
大東市 Bonheur Chouette
大東市 黒どり
大東市 ドトールコーヒーショップJR住道駅前店
大東市 ソラ
大東市 阪奈カーディナル
大東市 居酒屋すわ
大東市 居酒屋つた家
大東市 鉄板焼居酒屋たけちゃん
大東市 居酒屋 龍起
和泉市 Bar L'ami
和泉市 中国菜房 豪也
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和泉市 和泉富秋食堂
和泉市 桜珈琲 和泉中央店
和泉市 お好み焼き 元
和泉市 九州ラーメンむがく庵
和泉市 一品料理はかた
和泉市 炭火焼鳥 鳥まき
和泉市 スナックNoa
和泉市 カラオケキヨミ
和泉市 月うさぎ
和泉市 あめや
和泉市 カラオケ愛ちゃん
和泉市 カラオケ 誉   
和泉市 焼き鳥 樹
和泉市 LIBRA
和泉市 焼肉処わらび
和泉市 甘甘堂
和泉市 道とん堀和泉和気店
和泉市 とみ吉
和泉市 インドレストラン スラジュ 和泉店
和泉市 自由本舗はなひこ
和泉市 新懐石井阪
和泉市 スナック パルパロ
和泉市 カラオケMOKO
和泉市 ラウンジ黒ねこ
和泉市 どとんこつ☆幸運軒 ビバモール和泉中央店
和泉市 ラウンジるふらん
和泉市 神戸唐唐亭和泉店
和泉市 スナックシャトル
和泉市 麺鍋処とんこつ総本家大福家
和泉市 めん処みわ
和泉市 桃太郎
和泉市 個室麺屋ひいらぎ和泉府中店 
和泉市 カラオケベニ
和泉市 スナックチェイ
和泉市 とんかつ かつ喜 和泉中央店
和泉市 久
和泉市 Bar 潤る
和泉市 マクドナルド エコールいずみ店
箕面市 和匠肉料理 松屋 箕面店
箕面市 あさひ
箕面市 Michiru Assiette Dessert 
箕面市 居酒屋はちきゅう
箕面市 くうも
箕面市 箕面白島食堂
箕面市 まさはん亭
箕面市 桜井市場ワールド食堂＆バル
箕面市 スントゥブ ＯＫＫＩＩ
箕面市 昭和大衆ホルモン 串かつ勝大
箕面市 地鶏焼鳥 一鳥
箕面市 すぎ山
箕面市 珈集 箕面店
箕面市 お好み焼きブンブク
箕面市 ちょっとバーsloppy
箕面市 居酒屋 仁
箕面市 麺や六三六別邸箕面
箕面市 十二松六左衛門
箕面市 いけす料理 亀甲

128 / 136 ページ



市町村名 施設名称

※この一覧は、お申し出いただいた皆様であり、支給が決定された一覧ではありませんのでご留意ください。
                  （この一覧の情報は、申請書の記載内容に基づいています。）                   【順不同】

ご協力のお申し出をいただきました施設の一覧（令和3年11月22日公表分）

箕面市 神音比
箕面市 The Looking Glass
箕面市 伊右衛門らーめん
箕面市 焼肉処 葡萄匠屋 箕面店
箕面市 壺千
箕面市 夢藏
箕面市 BakeryFerdinandSAKURAI
箕面市 カプリチョーザみのおキューズモール店
箕面市 鳥さくみのおキューズモール店
箕面市 カラオケカフェ しぶおんぷ
箕面市 ファンファーレ
箕面市 百一
箕面市 磯のがってん寿司 箕面小野原店
箕面市 スナックMR
箕面市 yakinikuキッチンあさちゃん
箕面市 のらや箕面店
箕面市 博多ラーメンげんこつ 箕面小野原店
柏原市 創作料理膳所
柏原市 やきやき亭
柏原市 すきや雲心
柏原市 インドレストラン&バー アルシー
柏原市 創作中華ダイニングバーKoto-na
柏原市 癒し処 日和
柏原市 SHIWALILA
柏原市 喜舟
柏原市 ラウンジ華蓮
柏原市 きちり味斗
柏原市 カルゼ
羽曳野市 meika
羽曳野市 Baby leaf
羽曳野市 ろばた渚
羽曳野市 CLEF
羽曳野市 創作天ぷら山家
羽曳野市 羽曳野食堂
羽曳野市 ごん太
羽曳野市 鳥之助
羽曳野市 むらかみ
羽曳野市 MAISONINCO
羽曳野市 エイトバース
羽曳野市 鳥鳥古市店
羽曳野市 ボンニー
羽曳野市 炭火焼肉まんぷく
羽曳野市 安樹
羽曳野市 我流焼肉宗左ヱ門
羽曳野市 和牛炭火焼肉 快
羽曳野市 焼肉 蔵
羽曳野市 鉄板焼・ゆずりは
羽曳野市 鎌倉パスタ 羽曳野店
羽曳野市 カラオケ喫茶プチ
羽曳野市 のらや羽曳野店
門真市 こくぶぅ
門真市 izakayadiningふぅ
門真市 カルビの王様 古川橋店
門真市 きてや門真店
門真市 台北
門真市 喫茶 鉄板焼 恵莉のわがまま
門真市 Jungle  Gorilla
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門真市 炉端焼小銭屋
門真市 すし幸
門真市 門真桑才食堂
門真市 おしゃべりBarののじ
門真市 カレーハウスCoCo壱番屋 門真国道１６３号店
門真市 カレーハウスCoCo壱番屋 門真中央環状線店
門真市 紫山
門真市 風の街 古川橋店
門真市 江端 かみなり
門真市 すずなり
門真市 順ちゃん
門真市 串やでござる
門真市 カラオケスナックメグ
門真市 肉匠 くら乃 古川橋店
門真市 たこ吉
門真市 和食さと 門真江端店
門真市 うどんそばあそこ
門真市 SiStER
門真市 Poleiro
門真市 和風創作料理 居酒屋 樹 ITSUKI いつき
門真市 中国料理 麒麟閣 門真店
門真市 カラオケスタジオ大隅
門真市 オピピチュ
門真市 米蔵
門真市 ふくちゃんラーメン
門真市 Cafeダイニング麦
門真市 ふぐ料理専門 鉄砲
門真市 きまま亭
門真市 居酒屋なるこ
門真市 ちゃんこ来伝
門真市 RAJ GANESHA
門真市 創作バルLeon
門真市 グリーングラス
門真市 イタリア食堂ポルトス
門真市 ダイニングペンギン館
門真市 カラオケ・スナック男爵
門真市 スナック ドルフィン
門真市 まいどおおきに門真食堂
門真市 焼肉五苑 門真店
門真市 居酒屋気まぐれ
門真市 お好み焼 居酒屋 ふくや 門真店
摂津市 鮨処 池上
摂津市 はや
摂津市 ラウンジよし子
摂津市 カラオケ神
摂津市 きたの
摂津市 カラオケかずえ
摂津市 らーめん笑家
摂津市 奄美料理ゆらいどころ
摂津市 のえ
摂津市 cafe Sheep
摂津市 喫茶スナック ピーターパン
摂津市 我楽遊人
摂津市 LoungeSale
摂津市 NoMIKAN
摂津市 居酒屋魚菜
摂津市 カラオケ喫茶 ハッピースマイル和
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摂津市 焼き鳥 道場 炭火居酒屋 道場
摂津市 野乃鳥 千里丘酒場
摂津市 炭火焼肉七輪摂津店
摂津市 麺匠てらお
摂津市 博多ラーメンげんこつ 
摂津市 オシャレスタジオカラオケコト
高石市 スナック暁
高石市 カラオケすなっく味音
高石市 ステーキ宮高石店
高石市 羽衣テラス
高石市 中国料理 八海
高石市 千代田庵
高石市 焼鳥 鳥まさ
高石市 クレープハウスタバサ
高石市 Diningわくら
高石市 居酒屋中繁
高石市 スナック来夢
高石市 びっくりドンキー高石店
高石市 居酒屋 竹香
高石市 EN
高石市 笑
高石市 メンバーズ有希子
高石市 和み料理 夢酒房
高石市 てんじんさん
高石市 ようしょく焼き せーげん
高石市 ASAインド料理店
藤井寺市 カルビの王様 藤井寺店
藤井寺市 チャンス
藤井寺市 soul
藤井寺市 龍魚湾
藤井寺市 おばんざい喫酒 髑髏
藤井寺市 串揚げえびす亭
藤井寺市 すがた
藤井寺市 玉寿司
藤井寺市 ラウンジＬＡＢＯＯＮ
藤井寺市 食事処 居酒屋
藤井寺市 多酒多菜あぐら
藤井寺市 private Members Bar R指定
藤井寺市 くら寿司藤井寺店
藤井寺市 バリヤス酒場
藤井寺市 なごみ
藤井寺市 DiningBar Largo
藤井寺市 みどり
藤井寺市 とりや
藤井寺市 MISFIT
東大阪市 天下第一ラーメン
東大阪市 炭火焼肉 南大門
東大阪市 なかい
東大阪市 WHATEVER
東大阪市 寿しまつもと
東大阪市 G・１
東大阪市 酒処食処さか井
東大阪市 香楽
東大阪市 荒川商店
東大阪市 和風居酒屋爆天
東大阪市 CASUAL BAR K
東大阪市 うどん つるべ
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東大阪市 まりぃ菜
東大阪市 しょうちゃん
東大阪市 居酒屋縁
東大阪市 太田おこのみ焼店
東大阪市 あっとらんだむ亭
東大阪市 彩り
東大阪市 麺屋和人河内小阪店
東大阪市 居酒屋 杏奈
東大阪市 西光園 高井田店
東大阪市 カラオケ本舗まねきねこ 新石切店
東大阪市 鳳凰
東大阪市 カラオケ本舗まねきねこ 八戸ノ里店
東大阪市 花帆
東大阪市 廚
東大阪市 お好み焼き彩葉
東大阪市 ビッグママ
東大阪市 つくも
東大阪市 極楽湯 東大阪店
東大阪市 カラオケ喫茶木蓮
東大阪市 源平
東大阪市 炭火焼けんけん
東大阪市 お食事処 大八
東大阪市 伽羅沙
東大阪市 カラオケうたげ
東大阪市 MAーSAー美.
東大阪市 二星らーめん ららら
東大阪市 中国料理磯園
東大阪市 チング
東大阪市 カラオケとも
東大阪市 昌
東大阪市 ホーユー和
東大阪市 焼鳥舞吉
東大阪市 Lecoeur(ルクール）
東大阪市 海鮮料理ふぐ活
東大阪市 まごころ喫茶ペリカンの家
東大阪市 串活
東大阪市 東大阪寺前食堂
東大阪市 一信
東大阪市 あるとれたんと
東大阪市 三鳥
東大阪市 ラーメン魁力屋 岸田堂店
東大阪市 Lounge Piele
東大阪市 杏
東大阪市 ホルモン焼肉 吉
東大阪市 カラオケフォーユー
東大阪市 居酒屋ベンチ
東大阪市 薩摩っ子らーめん 石切店
東大阪市 遊食屋 わらべえ
東大阪市 焼き鳥大吉新深江店
東大阪市 FEESIS CAFE
東大阪市 真梨庵
東大阪市 食味園
東大阪市 パイプライン
東大阪市 有限会社かつらぎ食堂
東大阪市 Liber
東大阪市 Bar No.9
東大阪市 よし恵
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東大阪市 かす屋東大阪荒本店
東大阪市 もも一
東大阪市 インド・ネパール料理 PRAGATI
東大阪市 タンドリ屋
東大阪市 一竜
東大阪市 居酒屋 縁
東大阪市 Irie
東大阪市 中華料理三平
東大阪市 旬味人いくちゃん
東大阪市 春香
東大阪市 銀寿し
東大阪市 Sound Lounge OMARA
東大阪市 中華料理高井田桃花林
東大阪市 お好みぜろ
東大阪市 CAFE&SPORTS&BAR aaR
東大阪市 花蝶
東大阪市 カンコクリョウリトミ
東大阪市 テーブルオーダーバイキング 焼肉王道 花園店
東大阪市 テーブルオーダーバイキング 焼肉王道 布施店
東大阪市 ふじ屋酒店
東大阪市 カラオケ あかり
東大阪市 讃岐うどん豊力
東大阪市 夜鳴きそばじぃ麺
東大阪市 鐵板処金太郎
東大阪市 ステーキ創作料理 樹々
東大阪市 エルジョ
東大阪市 そば芯
東大阪市 扇すし
東大阪市 中華そば 九兵衛 本店
東大阪市 すし富
東大阪市 焼肉李朝園 布施店
東大阪市 なごみ
東大阪市 スタンドバー西野
東大阪市 べらぼう寿司
東大阪市 お好み焼き まさみ
東大阪市 ラウンジ obji
東大阪市 らどん小椋
東大阪市 炭焼き焼き鳥吉四六
東大阪市 Green Smoothie × Bar
東大阪市 えーす
東大阪市 インド・ネパール料理 ニューガンガ
東大阪市 教道家
東大阪市 ラーメン 李宝
東大阪市 姫路屋
東大阪市 club GENIC
東大阪市 今福Style
東大阪市 御食事御宴会 ますみつ
東大阪市 中佐食堂
東大阪市 ShotBar Advance布施
東大阪市 パラダイス
東大阪市 マウント フジ
東大阪市 居酒屋まる福
東大阪市 すし半布施店
東大阪市 お料理とお酒 たまる
東大阪市 スナック ルイ
東大阪市 やすなか
東大阪市 プシケ
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東大阪市 ひょうたん
東大阪市 ディスカウントカフェ
東大阪市 寿司居酒屋 人
東大阪市 油
東大阪市 スナック都
東大阪市 ライムライト
東大阪市 まつばら
東大阪市 お好み焼ねぼっ
東大阪市 ストーン
東大阪市 生搾りチューハイ専門店chuhikan
東大阪市 どんちゃん
東大阪市 お好み焼き 竹の子
東大阪市 ビリヤード&ダーツ 忘我
東大阪市 ダーツショップ忘我
東大阪市 ラーメン道 天神
東大阪市 たらい
東大阪市 Cher
東大阪市 K&R
東大阪市 炭焼居酒家もんじゅろう
東大阪市 ひょうたん食堂
東大阪市 鶏和食ダイニング 鶏のGeorge
東大阪市 ちょい呑み かぁーちゃん
東大阪市 和食さと 岸田堂店
東大阪市 和食さと 吉田駅前店
東大阪市 大阪ふくちぁんラーメン 横枕店
東大阪市 大阪ふくちあん 吉田店
東大阪市 大阪ふくちぁんラーメン八戸ノ里店
東大阪市 snack みき
東大阪市 ラウンジフラッシュ
東大阪市 こんぴらや
東大阪市 サイゼリヤ東鴻池店
東大阪市 お好み焼き ダイニング かど屋
東大阪市 カラオケサウンドキューブ布施店
東大阪市 フラミンゴ
東大阪市 居酒屋 マーキ
東大阪市 五合てん
東大阪市 カラオケ喫茶オリーブ
東大阪市 きりん寺 近大前店
東大阪市 粋酔
東大阪市 Cafe Connext You
東大阪市 曼珠沙華
東大阪市 牛でん 東大阪店
東大阪市 マサキング
東大阪市 蟹虎
東大阪市 KICHIRI布施駅前
東大阪市 スナック 都
東大阪市 ダイニング居酒屋ウッドビレッジ
東大阪市 カレーハウスCoCo壱番屋近鉄布施駅前店
東大阪市 Korean Diningおいそ
東大阪市 たこ焼きいか焼き力丸
東大阪市 居酒屋こもちゃん
東大阪市 吉鳥高井田駅前店
東大阪市 夢乃
東大阪市 居酒屋小町
東大阪市 弾き語りLive Bar MK2
東大阪市 Scottish Pub Bridgend
東大阪市 レジーナ
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東大阪市 Lounge La.mer
東大阪市 風雲亭
東大阪市 カレーハウスCoCo壱番屋 東大阪中野店
東大阪市 カラオケ喫茶紅葉
東大阪市 鳥貴族 鴻池新田店
東大阪市 BAR FUNHOUSE26
東大阪市 蛸金
東大阪市 九州らーめん亀王 布施店
東大阪市 BrotheR
東大阪市 ハンバーグ＆トンテキ グリレッタ 布施店
東大阪市 びっくりドンキー岸田堂店
東大阪市 かつや西堤店
東大阪市 中華料理 龍虎
東大阪市 やたがらす 鴻池店
東大阪市 やきにく田邊
東大阪市 すなっくＴiara
東大阪市 スナックくみ
東大阪市 布施酒場 情熱ホルモン
東大阪市 すえひろ
東大阪市 居酒屋楽
東大阪市 スワン
東大阪市 炭火焼鳥梅ちゃん
東大阪市 P.M.9
東大阪市 博多ラーメンげんこつ フレスポ東大阪店
東大阪市 J'adore   ジャドール
東大阪市 和
東大阪市 Lapin
東大阪市 琥珀-KOHAKU-近大前店
泉南市 希望軒 泉南店
泉南市 とり一
泉南市 大桝
泉南市 おかん料理 宮志
泉南市 とりかわ権兵衛 泉南店
泉南市 Sun Beat
泉南市 旬彩Diningこころ
泉南市 ロマン館
泉南市 はま
泉南市 星來
泉南市 小町
四條畷市 串家物語 イオンモール四條畷
四條畷市 炭焼仙台牛タン あかり イオンモール四條畷店
四條畷市 雀のお宿
四條畷市 粉物diningまいどや
四條畷市 イオンモール四條畷３Ｆ フードコート内「北海素材」
四條畷市 カレーハウスCoCo壱番屋 四條畷外環状線店
四條畷市 四條畷食堂
四條畷市 さん天 四条畷店
四條畷市 Juju イオンモール四条畷店
四條畷市 サイゼリヤイオンモール四條畷店
四條畷市 ラヴリーＪＯ
四條畷市 ジャックインザドーナツ イオンモール四條畷店
四條畷市 海の穂まれ四条畷店
四條畷市 畷黒
四條畷市 鳥貴族 四條畷店
交野市 かつ満 交野倉治
交野市 串焼大倉
交野市 和食さと 交野星田店
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交野市 馳どり屋 河内磐船店
交野市 鳥貴族 交野店
交野市 野武士
交野市 気楽中華TENTEN
大阪狭山市 リカーショップアオイ グランヴァン
大阪狭山市 カラオケ喫茶パール
大阪狭山市 ドルチェ
大阪狭山市 Anabelle
大阪狭山市 焼肉市場みや狭山店
大阪狭山市 懐石料理加賀
大阪狭山市 イル・ディスティーノ
大阪狭山市 カラオケ波
大阪狭山市 かすや 大阪狭山店
大阪狭山市 鍋物酒場いっぷく
大阪狭山市 雁
大阪狭山市 だいや
大阪狭山市 麺屋ふくちぁん 狭山店
大阪狭山市 Giuda ballerino!
大阪狭山市 焼肉 くらべこ 狭山店
大阪狭山市 居酒屋はっちん
阪南市 BAR RED ７
阪南市 スナックＨＹ
阪南市 SAPANA
阪南市 鮨ぎん泉
阪南市 トリヤ トウベイ
阪南市 カラオケスタジオ346ファミリー
阪南市 鶏和食ダイニング 鶏のGeorge
阪南市 SHAKA SHAKA
阪南市 カラオケこころ
阪南市 呑み処日和
阪南市 コンシェルジュ阪南店
阪南市 カフェ アラムクルクル
島本町 いろりの郷息
島本町 再会
島本町 とんかつ きのした
能勢町 タツヒロ・能勢
忠岡町 三代目 中華料理 やっこ
忠岡町 寿美樹
忠岡町 ふくよし
熊取町 居酒屋てまり
熊取町 スナックホワイト
熊取町 はじめ
熊取町 コーヒーショップひまわり
熊取町 ひげざる
田尻町 カードメンバーズラウンジ金剛
田尻町 とんかつＫＹＫ関西国際空港店
岬町 パーティーハウス喫茶 海岬
岬町 くにべ
岬町 キッサ赤マンマ
岬町 タラトリア ダ ピノキオ
河南町 菊一
河南町 焼肉樹樹
河南町 いこいのばかえる
河南町 焼鳥屋わいに
河南町 ラウンジBIBI

136 / 136 ページ


